
２０１９(平成３１)年度
第２８回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般男子 A 参加チーム数：１９組

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ポイント差以上の7ポイントタイブレ－ク）
表　　　彰　：　 1位、2位、3位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

熊谷 真幸 桜TC山宮 丸山 純 桜TC山宮

永田 昌大 桜TC山宮 森久保　瑛司 桜TC山宮

赤池 満 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 63 63

相原 礼 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

池田 雅彦 ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 61 高田 雅也 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

小金沢 梨 ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 62 63 原田 頌太 東レ

加藤 達矢 静岡県立大学 前島 匡樹 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

ニ部 雄太 静岡県立大学 豊田 真秀 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

今崎 耕太 ほめのび 75 61 野澤 明宏 ｽﾊﾟｲｷｰ

橋本 拓弥 ほめのび 土門 玲於 ｽﾊﾟｲｷｰ

谷澤 光臣 旭化成TC 牛山 浩三 富士宮ファミリーTC

藤田  充 旭化成TC 沢崎 健一 富士宮ファミリーTC

遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC 64 63 前島 大志 フリー

牧野 哲朗 富士宮ファミリーTC 斉藤 皇青 フリー

石川 順一 ｽﾊﾟｲｷｰ 斉藤 勇太 富士宮LTC

佐野 貴大 ｽﾊﾟｲｷｰ 64 76(4) 石田 達也 富士宮LTC

佐藤 敬人 FKTC 62 75 伊藤 成輝 ｽﾊﾟｲｷｰ

下田 耕三 FKTC 野村 将大 ｽﾊﾟｲｷｰ

三浦 翔太 袋井クラウン 64 62 岩瀬 貴之 WTC

小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 杉田 行紀 WTC

[ 三位決定戦 ]

三浦 翔太 袋井クラウン 牛山 浩三 富士宮ファミリーTC

小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 沢崎 健一 富士宮ファミリーTC

種　目　： 一般男子 A　コンソレーション
試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

表　　　彰　：　 1位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

熊谷 真幸 桜TC山宮 丸山 純 桜TC山宮

永田 昌大 桜TC山宮 森久保　瑛司 桜TC山宮

赤池 満 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

相原 礼 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

池田 雅彦 ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 高田 雅也 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

小金沢 梨 ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 63 64 原田 頌太 東レ

加藤 達矢 静岡県立大学 前島 匡樹 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

ニ部 雄太 静岡県立大学 豊田 真秀 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

今崎 耕太 ほめのび 野澤 明宏 ｽﾊﾟｲｷｰ

橋本 拓弥 ほめのび 土門 玲於 ｽﾊﾟｲｷｰ

谷澤 光臣 旭化成TC 牛山 浩三 富士宮ファミリーTC

藤田  充 旭化成TC 沢崎 健一 富士宮ファミリーTC

遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC 前島 大志 フリー

牧野 哲朗 富士宮ファミリーTC 斉藤 皇青 フリー

石川 順一 ｽﾊﾟｲｷｰ 斉藤 勇太 富士宮LTC

佐野 貴大 ｽﾊﾟｲｷｰ 65 63 石田 達也 富士宮LTC

佐藤 敬人 FKTC 伊藤 成輝 ｽﾊﾟｲｷｰ

下田 耕三 FKTC 野村 将大 ｽﾊﾟｲｷｰ

三浦 翔太 袋井クラウン 岩瀬 貴之 WTC

小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 杉田 行紀 WTC
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２０１９(平成３１)年度
第２８回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般男子 B 参加チーム数：１７組

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ポイント差以上の7ポイントタイブレ－ク）

表　　　彰　：　 1位、2位、3位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

和田 力也 YDET 望月 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

鈴木 孝治 YDET 影島 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

原口 正寿 富士宮ファミリーTC 61 64

野村 昌弘 富士宮ファミリーTC

多賀谷 将史 ココア倶楽部 61 土屋 伸幸 フリー

深見 淳 ココア倶楽部 75 75 板垣 伸 フリー

佐野 浩之 フリー 深澤 孝秋 YODAX

諏訪部 光治 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 池ヶ谷 勇登 YODAX

鈴木 英敬 あおやま庭球塾 62 64 配嶋 俊夫 ほめのび

天野 実 あおやま庭球塾 石川 智博 ほめのび

早川 英雄 ルネサンス静岡 関岡 航太 YODAX

市原 玲 ルネサンス静岡 片瀬 彰仁 YODAX

渡辺 一磨 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 63 61 橋本 佳典 嬉々

山岸 陽輔 YODAX 澤端 啓介 嬉々

岡本 貴之 竜南ﾃﾆｽクラブ 斉藤 努 マツタメ

溝口 慎二 フリー 76(4) 62 武田 芳幸 マツタメ

永石 大誠 旭化成TC 63 63 松永 悠太郎 フリー

尾崎 竜太郎 旭化成TC 法月 啓助 フリー

[ 三位決定戦 ]

永石 大誠 旭化成TC 望月 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

尾崎 竜太郎 旭化成TC 影島 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

種　目　： 一般男子 B　コンソレーション
試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取
表　　　彰　：　 1位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

和田 力也 YDET 望月 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

鈴木 孝治 YDET 影島 翔太 磯さんと愉快な仲間たち

原口 正寿 富士宮ファミリーTC 61

野村 昌弘 富士宮ファミリーTC

多賀谷 将史 ココア倶楽部 土屋 伸幸 フリー

深見 淳 ココア倶楽部 64 65 板垣 伸 フリー

佐野 浩之 フリー 深澤 孝秋 YODAX

諏訪部 光治 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 池ヶ谷 勇登 YODAX

鈴木 英敬 あおやま庭球塾 配嶋 俊夫 ほめのび

天野 実 あおやま庭球塾 石川 智博 ほめのび

早川 英雄 ルネサンス静岡 関岡 航太 YODAX

市原 玲 ルネサンス静岡 片瀬 彰仁 YODAX

渡辺 一磨 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 橋本 佳典 嬉々

山岸 陽輔 YODAX 澤端 啓介 嬉々

岡本 貴之 竜南ﾃﾆｽクラブ 斉藤 努 マツタメ

溝口 慎二 フリー 65 63 武田 芳幸 マツタメ

永石 大誠 旭化成TC 松永 悠太郎 フリー

尾崎 竜太郎 旭化成TC 法月 啓助 フリー
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２０１９(平成３１)年度
第２８回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種 目 ： ベテラン男子 ４５才以上 参加チーム数：５組

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ポイント差以上の7ポイントタイブレ－ク）

表　　　彰　：　 1位

1R SF SF 1R

山本 充 ふ組 長倉　文隆 あおやま庭球塾

鈴木 康弘 WTC 河合　秀之 あおやま庭球塾

関谷 勝成 YDET

杉山 武 YDET

池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC
63

玉舟 正弥 ふ組

鈴木 広和 富士宮ファミリーTC 鈴木 恵博 WTC

種 目 ： ベテラン男子 ４５才以上　コンソレーション

試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

表　　　彰　：　 無し

1R SF SF 1R

山本 充 ふ組 長倉　文隆 あおやま庭球塾

鈴木 康弘 WTC 河合　秀之 あおやま庭球塾

関谷 勝成 YDET

杉山 武 YDET

池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC 玉舟 正弥 ふ組

鈴木 広和 富士宮ファミリーTC 鈴木 恵博 WTC
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２０１９(平成３１)年度
第２８回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種 目 ： ベテラン男子 ６０才以上 参加チーム数：６組

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

表　　　彰　：　 1位

1R SF SF 1R

稲葉 隆之 あおやま庭球塾 海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

藤田 道雄 あおやま庭球塾 高木 厚 Care.TC

60
佐野 信博 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

岩崎 安雄 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

大井 光基 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

飯塚 則人 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

大勝 真 日医工
64 池谷　弘 WTC

外山 直通 富士市役所 近藤 千昭 WTC

種 目 ： ベテラン男子 ６０才以上　コンソレーション

試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

表　　　彰　：　 無し

1R SF SF 1R

稲葉 隆之 あおやま庭球塾 海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

藤田 道雄 あおやま庭球塾 高木 厚 Care.TC

佐野 信博 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

岩崎 安雄 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

大井 光基 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

飯塚 則人 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

大勝 真 日医工 池谷　弘 WTC

外山 直通 富士市役所 近藤 千昭 WTC
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２０１９(平成３１)年度
第２８回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 統合女子 ＡＢ 参加チーム数：３組

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

表　　　彰　：　 １位

試合結果　 ①勝ち数　②ゲーム取得率　③同率の場合対戦結果の勝者が上位　の順にて決定します。

1 2 3 勝ち数 ゲーム取得率 順位

土屋 和子 富士宮ファミリーTC

小松 規子 富士宮ファミリーTC

今崎 ゆかり ほめのび

山村 啓子 ほめのび

伊藤 利香子 ふ組

望月 寿美 ふ組

試合順序 ①　ー　②、　②　ー　③、　①　ー　③

優勝 ： 土屋（和）・小松 組
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