
２０１９(令和元年度）
第２４回富士宮市ダブルステニス大会 堀池杯

種 目 ： 一般男子Ａ 参加チーム数：８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、２位

1R SF SF 1R

熊谷 真幸 桜TC山宮 野崎 正成 スパイキー

東　貴大 桜TC山宮 伊藤 成輝 スパイキー

溝口 慎二 竜南ＴＣ
62 75

佐野 勇介 富士宮市役所

櫻井 翼 静清ｸﾞﾘｰﾝＴＣ 渡邉 良太 富士宮市役所

森久保 瑛司 桜TC山宮 池谷　弘 ＷＴＣ

磯　貴紀 桜TC山宮 鈴木 康弘 ＷＴＣ

野澤 明宏 スパイキー
76(6) 62

永田 昌大 桜TC山宮

土門 玲於 スパイキー 石川 俊輔 桜TC山宮

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 SF SF 1R

熊谷 真幸 桜TC山宮 野崎 正成 スパイキー

東　貴大 桜TC山宮 伊藤 成輝 スパイキー

溝口 慎二 竜南ＴＣ 佐野 勇介 富士宮市役所

櫻井 翼 静清ｸﾞﾘｰﾝＴＣ 渡邉 良太 富士宮市役所

森久保 瑛司 桜TC山宮 池谷　弘 ＷＴＣ

磯　貴紀 桜TC山宮 鈴木 康弘 ＷＴＣ

野澤 明宏 スパイキー 永田 昌大 桜TC山宮

土門 玲於 スパイキー 石川 俊輔 桜TC山宮
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２０１９(令和元年度）
第２４回富士宮市ダブルステニス大会 堀池杯

種 目 ： 一般男子Ｂ 参加チーム数：２４⇒２３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、2位、3位、3位

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

尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 吉留 祐希 吉原高校

中村 晃直 旭化成ＴＣ 北村 昂輝 吉原高校

飛奈 創太 星陵高校
60 62

池田 伊織 星陵高校

渡邉 滉成 星陵高校 大津 銀河 星陵高校

須田 凌斗 吉原高校
63 60 佐野 浩之 フリー

疋田 騎士 吉原高校 61 64 諏訪部 光治 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

松村 優成 吉原高校 林　憲男 マンデーズ

石井　海 吉原高校 滝　久男 マンデーズ

鈴木 英敬 あおやま庭球塾
62 60 常川 祐剛 吉原高校

天野 実 あおやま庭球塾 夏目 雄太 吉原高校

飯塚 則人 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ
62 75

秋山 明夢叶 吉原高校

大井 光基 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ 遠藤 聡汰 吉原高校

神尾 陸斗 吉原高校 芦澤 英彦 フリー

菊地 一翔 吉原高校 小柳 真弘 フリー

江口　響 吉原高校
60 76(2)

倉田 瑛仁 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 荒井 駿佑 吉原高校

平川 智貴 星陵高校
76(4) W.O

浜畑 秀人 富士宮ファミリーTC

加藤 僚真 星陵高校 61 62 岡風呂 兼一 富士宮ファミリーTC

小林　洋 マンデーズ 柴田 脩樹 吉原高校

掛橋 克己 マンデーズ 秋山 竜聖 吉原高校

小川 拓哉 吉原高校
64 61 今矢 彰一 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

井上 睦士 吉原高校 澤出 和宏 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

長倉 文隆 あおやま庭球塾
60 62 手島 健勝 吉原高校

味岡　浩 あおやま庭球塾 國元 優太 吉原高校
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２０１９(令和元年度）
第２４回富士宮市ダブルステニス大会 堀池杯

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、2位

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

尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 吉留 祐希 吉原高校

中村 晃直 旭化成ＴＣ 北村 昂輝 吉原高校

飛奈 創太 星陵高校
62 池田 伊織 星陵高校

渡邉 滉成 星陵高校 大津 銀河 星陵高校

須田 凌斗 吉原高校 佐野 浩之 フリー

疋田 騎士 吉原高校 62 63 諏訪部 光治 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

松村 優成 吉原高校 林　憲男 マンデーズ

石井　海 吉原高校 滝　久男 マンデーズ

鈴木 英敬 あおやま庭球塾 常川 祐剛 吉原高校

天野 実 あおやま庭球塾 夏目 雄太 吉原高校

飯塚 則人 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ
64 62 秋山 明夢叶 吉原高校

大井 光基 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ 遠藤 聡汰 吉原高校

神尾 陸斗 吉原高校 芦澤 英彦 フリー

菊地 一翔 吉原高校 小柳 真弘 フリー

江口　響 吉原高校 倉田 瑛仁 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 荒井 駿佑 吉原高校

平川 智貴 星陵高校 浜畑 秀人 富士宮ファミリーTC

加藤 僚真 星陵高校 62 64 岡風呂 兼一 富士宮ファミリーTC

小林　洋 マンデーズ 柴田 脩樹 吉原高校

掛橋 克己 マンデーズ 秋山 竜聖 吉原高校

小川 拓哉 吉原高校 今矢 彰一 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

井上 睦士 吉原高校 澤出 和宏 ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

長倉 文隆 あおやま庭球塾 手島 健勝 吉原高校

味岡　浩 あおやま庭球塾 國元 優太 吉原高校
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２０１９(令和元年度）
第２４回富士宮市ダブルステニス大会 堀池杯

種 目 ： 一般女子Ａ 参加チーム数：８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、２位

1R SF SF 1R

佐野 悦子 富士宮ファミリーTC 秋山 英里子 富士東高校

土屋 珠美 富士宮ファミリーTC 丹羽 すずな 富士東高校

荒川 咲耶 富士東高校
60 61

毛利 美月 富士東高校

千頭和 樂々 富士東高校 内田　楓 富士東高校

小川 佐知子 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 市川 愛梨 富士東高校

戸上 奈穂子 富士東高校 三浦 香乃 富士東高校

小島 緋那 富士東高校
76(5) 60

土屋 和子 富士宮ファミリーTC

小澤 朋子 富士東高校 小松 規子 富士宮ファミリーTC

種 目 ： 一般女子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 SF SF 1R

佐野 悦子 富士宮ファミリーTC 秋山 英里子 富士東高校

土屋 珠美 富士宮ファミリーTC 丹羽 すずな 富士東高校

荒川 咲耶 富士東高校 毛利 美月 富士東高校

千頭和 樂々 富士東高校 内田　楓 富士東高校

小川 佐知子 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 市川 愛梨 富士東高校

戸上 奈穂子 富士東高校 三浦 香乃 富士東高校

小島 緋那 富士東高校 土屋 和子 富士宮ファミリーTC

小澤 朋子 富士東高校 小松 規子 富士宮ファミリーTC
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２０１９(令和元年度）
第２４回富士宮市ダブルステニス大会 堀池杯

種 目 ： 一般女子B 参加チーム数：６⇒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、２位

1R SF SF 1R

山本 雅子 富士宮ファミリーTC 杉澤 紫穏 星陵高校

志田 絵美子 富士宮ファミリーTC 75
岡田　智 星陵高校

中島 好心里 星陵高校 61 大野 紗代 星陵高校

磯野 由貴 星陵高校
63 根岸 佑奈 星陵高校

髙野 綾音 星陵高校
W.O.

大芝 晴香 スパイキー

城内 優渚 星陵高校 池谷 久花 スパイキー

種 目 ： 一般女子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 SF SF 1R

山本 雅子 富士宮ファミリーTC 杉澤 紫穏 星陵高校

志田 絵美子 富士宮ファミリーTC 岡田　智 星陵高校

中島 好心里 星陵高校 大野 紗代 星陵高校

磯野 由貴 星陵高校 根岸 佑奈 星陵高校

髙野 綾音 星陵高校 大芝 晴香 スパイキー

城内 優渚 星陵高校 池谷 久花 スパイキー
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