
種目 ： 一般男子　 参加ﾁｰﾑ数；１９（１２３人）

試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　1,2R は全試合（3ﾎﾟｲﾝﾄ）行う、3R以降は勝敗が決まった時点で終了。

表　彰 ：　1,2,3,3 位

チーム名 所属団体 1 2 3 4 5 6 7 8
F SF 3R 2R 1R
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優勝
桜TAS山宮

佐野純也

1① 桜TAS山宮 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 森久保瑛司 渡邉 良太 野澤 明宏 東 貴大 石川 俊輔 永田 昌大

高橋 はやと 中田 一彰 菅原 太郎2 POMP C POMP 佐藤 弘 田中 洋輔 浅井 翔

3 マゼラン ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 豊田 真秀 前島 匡樹 風間秀仁 今矢 彰一 赤池 満 岩崎 安雄

尾崎竜太郎 今立 呼南 加藤 達矢4 チーム大誠 旭化成 永石 大誠 川目 和重 内山 隆平

溝口 慎二 山崎 壮 櫻井 翼 甲谷 聡士5 PSY
PSY,高瀬TC、ＴＯＭ
ＯＥＧＡＷＡ、竜南Ｔ
Ｃ、ｱｲＴＣ、静清Ｇ

鈴木 大介 山谷 哲司 廣田 恒久

6 ふ組 ふ組 近藤 千昭 佐野 安彦 山本 充 玉舟 正弥 太田 浩之 佐野 貴大 後藤 士功

橋本 佳典7 嬉々 嬉々 加古 大貴 山田 智之 鈴木 崇之

8 金ベリー
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
ﾌﾘｰ

市川 智也 森 柚月

武田 芳幸 澤端 啓介

中嶋 陽来 中嶋 瑞樹 青嶋 蓮 高田 雅也

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ、時之
栖、ｵｰﾋﾟｰｽ

厚木 優希 西山 大貴 橋本 哲英

9 Ｂｙｅ

11 POMP A 榎田 聡一POMP 大石 将志

10
超庭球集団
「厚木」

渡辺 一磨

宮本 貴史 加藤 大貴 白男川裕之

徳田 舜 久野 翔平 筒井崇太朗

根上 朝光

13 薬師寺ﾘｱﾙﾃｨ フリー 薬師寺卓 小澤 巧

12 アンドロメダ アンナバンTC 飯塚 則人 佐野 信博

鳴嶋 一透 北川 大悟

外山 直通 赤堀 秀則 諏訪部光治 小林安司海野 吉正

薩川 裕貴

菅野 宏介 青島 泰雅

藤田 圭祐

石丸 紘也

鳥海健一郎 小坂 啓太谷川 慧太 野添 宏樹14 ハチミツ二郎

15③ ＷＴＣ ＷＴＣ 岩瀬 貴之

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ、ﾙﾈｻ
ﾝｽ静岡、DIP、
POMP

井筒 悠貴

杉田 行紀

牧野 哲朗 沢崎 健一 土屋 雄志

高山 秀樹 上原 謙一 望月 陵太 三輪 大介

16 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

17 POMP B POMP ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 金城 拓資

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 牛山 浩三 佐野 繁一 遠藤 滋信

望月 崇矢

宮城島達也 川村晃一郎 代田 宏明

川久保允人 八木 悠樹 野村 和輝 長尾 康司

井澤 謙吾
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フリー 篠原 邦明 伊東 知

18 TEAMけんたん

20② 特技水攻め
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
Fine Base、ﾌﾘｰ

鷲巣 裕哉

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 土勢憲一朗 杉本 晃三 水野 健児

山田 大夢 望月聡一郎 佐久間大志市川貴大

花村 泰地 牧野 昴大 高橋 佑弥 岸山 功治



種目 ： 一般男子　コンソレーション
試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　１Rのみ全試合（３ﾎﾟｲﾝﾄ）、２R以降は勝敗が決まった時点で終了。

表　彰 ：　1位

チーム名 所属団体 1 2 3 4 5 6 7 8
F SF 3R 2R 1R

21

20

21

20

30

20

30

優勝
金ベリー

篠原 邦明 望月 崇矢 市川貴大 山田 大夢 望月聡一郎 佐久間大志

高橋 佑弥 岸山 功治

土勢憲一朗 杉本 晃三 水野 健児 宮城島達也 川村晃一郎 代田 宏明

伊東 知

ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 金城 拓資 川久保允人 八木 悠樹 野村 和輝 長尾 康司

牛山 浩三 佐野 繁一 遠藤 滋信 牧野 哲朗 沢崎 健一 土屋 雄志

岩瀬 貴之 杉田 行紀 高山 秀樹 上原 謙一 望月 陵太 三輪 大介

石丸 紘也

井筒 悠貴 谷川 慧太 野添 宏樹 鳥海健一郎 小坂 啓太 薩川 裕貴 藤田 圭祐

薬師寺卓 小澤 巧 鳴嶋 一透 菅野 宏介 青島 泰雅 北川 大悟

飯塚 則人 佐野 信博 海野 吉正 外山 直通 赤堀 秀則 諏訪部光治 小林安司

徳田 舜 久野 翔平 筒井崇太朗 大石 将志 榎田 聡一 渡辺 一磨

厚木 優希 西山 大貴 橋本 哲英 根上 朝光 宮本 貴史 加藤 大貴 白男川裕之

市川 智也 森 柚月 中嶋 陽来 中嶋 瑞樹 青嶋 蓮 高田 雅也

加古 大貴 山田 智之 鈴木 崇之 武田 芳幸 澤端 啓介 橋本 佳典

後藤 士功 佐野純也近藤 千昭 佐野 安彦 山本 充 玉舟 正弥 太田 浩之 佐野 貴大

鈴木 大介 山谷 哲司 廣田 恒久 溝口 慎二 山崎 壮 櫻井 翼 甲谷 聡士

永石 大誠 川目 和重 内山 隆平 尾崎竜太郎 今立 呼南 加藤 達矢

豊田 真秀 前島 匡樹 風間秀仁 今矢 彰一 赤池 満 岩崎 安雄

永田 昌大

佐藤 弘 田中 洋輔 浅井 翔 高橋 はやと 中田 一彰 菅原 太郎

渡邉 良太 野澤 明宏 東 貴大 石川 俊輔1① 桜TAS山宮 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 森久保瑛司

2 POMP C POMP

3 マゼラン ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

4 チーム大誠 旭化成

5 PSY
PSY,高瀬TC、ＴＯＭ
ＯＥＧＡＷＡ、竜南Ｔ
Ｃ、ｱｲＴＣ、静清Ｇ

6 ふ組 ふ組

7 嬉々 嬉々

8 金ベリー
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
ﾌﾘｰ

9 Ｂｙｅ

10
超庭球集団
「厚木」

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ、時之
栖、ｵｰﾋﾟｰｽ

11 POMP A POMP

12 アンドロメダ アンナバンTC

13 薬師寺ﾘｱﾙﾃｨ フリー

14 ハチミツ二郎
ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ、ﾙﾈｻ
ﾝｽ静岡、DIP、
POMP

15③ ＷＴＣ ＷＴＣ

16 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
Fine Base、ﾌﾘｰ

17 POMP B POMP

18 TEAMけんたん ﾙﾈｻﾝｽ静岡

鷲巣 裕哉 井澤 謙吾 花村 泰地 牧野 昴大
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フリー

20② 特技水攻め



種目 ： 一般女子　 参加ﾁｰﾑ数；５（３０人）

試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　　　

表　彰 ：　1位

【参加チームとメンバー】

【本戦 リーグ】

初めの２試合は３ﾎﾟｲﾝﾄ（全ｹﾞｰﾑ）行う。３試合目からは、勝敗が決まった時点で終了。

　　①　　 　　②　　 　　③　　 ④ ⑤ 勝ち数 取得ｾｯﾄ率
全試合取得
ゲーム率

順位

① 3-0 1-2 3-0 2-0 3 ／ ／ 2

② 0-3 0-2 2-0 3-0 2 ／ ／ 3

③ 2-1 2-0 3-0 3-0 4 ／ ／ 1

④ 0-3 0-2 0-3 1-2 0 ／ ／ 5

⑤ 0-2 0-3 0-3 2-1 1 ／ ／ 4

[ 試合順 ] ①②、③④、②⑤、①④、③⑤、 　②④、①③、④⑤、②③、①⑤

[優勝] 招き猫 ファイターズ

メンバー

招き猫ファイターズ

富士宮ファミリーTC B

所属団体

土屋 和子、鈴木 真里子、望月 典子、小松 規子、長橋 美奈子、土屋 珠美

立間 浩代、西田さなみ、明峰 霞、和田 絵里佳、高井 陽子、島村 登記子

和田 恵子、山田 みのり、田代 千佳、石川 琴乃、宇佐美 典子、平口 梨紗

滝川 千里、中島 節子、山本 雅子、藤井 小弓、後藤 真由美、佐野 名保美

佐野 孝子、渡辺 文美、風間 千佳代、杉山 ちなみ、依田 理恵子、芝切 清美

富士宮ファミリーTC B

ワンチーム ♥ アン

チーム名

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

富士宮ファミリーTC A

YODAX　SPORTS

② YODAX　SPORTS

⑤ ワンチーム ♥ アン ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

チーム名

① 富士宮ファミリーTC A

招き猫ファイターズ

④

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

YODAX SPORTS、
NTC

③
ココア倶楽部,ｳｨﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ,
千代TC,ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ


