
２０２０(令和２)年度
第２９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：１６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 SF SF 2R 1R

佐野 貞治 桜ＴＣ山宮 木川 大輔 竜南TC

永田 昌大 桜ＴＣ山宮 榎田 聡一 POMP

松永 悠太郎 フリー 63 63 佐野 繁一 富士宮ファミリーTC

小田 啓助 フリー 遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC

海野 健太郎 Maruishi 63 61 野崎 正成 スパイキー
黒川 陽平 Maruishi 石川 順一 スパイキー

大石 幸一郎 ポリプラスチックス 76(1) 60 三浦 翔太 袋井クラウン

加藤 達也 静岡ガス 小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

牛山 浩三 富士宮ファミリーTC 斉藤 勇太 富士宮LTC
沢崎 健一 富士宮ファミリーTC 石田 達也 富士宮LTC

土屋 朝貴 フリー 60 63 豊田 真秀 アンナバンTC

古郡 優磨 フリー 前島 匡樹 アンナバンTC

永石 大誠 旭化成ＴＣ 61 62 望月 陵太 WTC
尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 杉田 行紀 WTC

森久保 瑛司 桜ＴＣ山宮 61 75 熊谷 真幸 桜ＴＣ山宮

野澤 明宏 スパイキー 石川 俊輔 桜ＴＣ山宮

[三位決定戦]

大石 幸一郎 ポリプラスチックス 豊田 真秀 アンナバンTC

加藤 達也 静岡ガス 前島 匡樹 アンナバンTC

種　目　：
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 SF SF 2R 1R

佐野 貞治 桜ＴＣ山宮 木川 大輔 竜南TC

永田 昌大 桜ＴＣ山宮 榎田 聡一 POMP

松永 悠太郎 フリー 佐野 繁一 富士宮ファミリーTC

小田 啓助 フリー 遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC

海野 健太郎 Maruishi 65 62 野崎 正成 スパイキー

黒川 陽平 Maruishi 石川 順一 スパイキー

大石 幸一郎 ポリプラスチックス 三浦 翔太 袋井クラウン
加藤 達也 静岡ガス 小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

牛山 浩三 富士宮ファミリーTC 斉藤 勇太 富士宮LTC

沢崎 健一 富士宮ファミリーTC 石田 達也 富士宮LTC

土屋 朝貴 フリー 豊田 真秀 アンナバンTC
古郡 優磨 フリー 前島 匡樹 アンナバンTC

永石 大誠 旭化成ＴＣ 65 63 望月 陵太 WTC

尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 杉田 行紀 WTC

森久保 瑛司 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 桜ＴＣ山宮
野澤 明宏 スパイキー 石川 俊輔 桜ＴＣ山宮
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２０２０(令和２)年度
第２９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：２６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、3位

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

手島 健勝 吉原高校 吉留 祐希 吉原高校

國元 優太 吉原高校 菊地 一翔 吉原高校
64 勝山 達基 フリー

原田 頌太 フリー

齋木 大輔 フリー 62 60 芦澤 英彦 フリー

青山 優斗 フリー 小栁 真弘 フリー

小澤　巧 フリー
62 62 疋田 騎士 吉原高校

菅野 宏介 フリー 秋山 竜聖 吉原高校

松村 優成 吉原高校 60 64 神尾 陸斗 吉原高校

井上 睦士 吉原高校 北村 昂輝 吉原高校

山本　元 富士宮ファミリーTC
WO 75 大塚 勝彦 maruishi

斉藤 英志 富士宮ファミリーTC 阿波 亮太 M-friends

宮本 佳尚 桜TC山宮
61 63

山下 慎太郎 桜TC山宮

小川 拓哉 吉原高校
WO 鈴木 英敬 あおやま庭球塾

倉田 瑛仁 吉原高校 天野 実 あおやま庭球塾

八角 光起 インドア 朝倉 昂大 沼津西高

八角 侑起 インドア 加藤 慎也 暁秀高
62 浅井 翔 POMP

佐野 晃史 ｽﾊﾟｲｷｰ

江口　響 吉原高校 63 64 秋山 明夢叶 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 遠藤 聡汰 吉原高校

菅原 寛正 POMP 63 75 池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC

佐塚 弘 POMP 鈴木 広和 富士宮ファミリーTC

石井　海 吉原高校
64 62 薬師寺 卓 フリー

荒井 駿佑 吉原高校 大塚 知亮 フリー

川目 和重 旭化成 63 63 渡部 晋也 フリー

巨椋 成幸 フリー 石田 世一 フリー

青島 泰雅 フリー 61 64

北川 大悟 フリー

柴田 脩樹 吉原高校 61 常川 祐剛 吉原高校

須田 凌斗 吉原高校 夏目 雄太 吉原高校
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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

手島 健勝 吉原高校 吉留 祐希 吉原高校

國元 優太 吉原高校 菊地 一翔 吉原高校

勝山 達基 フリー

原田 頌太 フリー

齋木 大輔 フリー
62 62 芦澤 英彦 フリー

青山 優斗 フリー 小栁 真弘 フリー

小澤　巧 フリー 疋田 騎士 吉原高校

菅野 宏介 フリー 秋山 竜聖 吉原高校

松村 優成 吉原高校 61 62 神尾 陸斗 吉原高校

井上 睦士 吉原高校 北村 昂輝 吉原高校

山本　元 富士宮ファミリーTC 大塚 勝彦 maruishi

斉藤 英志 富士宮ファミリーTC 阿波 亮太 M-friends

宮本 佳尚 桜TC山宮

山下 慎太郎 桜TC山宮

小川 拓哉 吉原高校 鈴木 英敬 あおやま庭球塾

倉田 瑛仁 吉原高校 天野 実 あおやま庭球塾

八角 光起 インドア 朝倉 昂大 沼津西高

八角 侑起 インドア 加藤 慎也 暁秀高

浅井 翔 POMP

佐野 晃史 ｽﾊﾟｲｷｰ

江口　響 吉原高校 62 秋山 明夢叶 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 遠藤 聡汰 吉原高校

菅原 寛正 POMP 池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC

佐塚 弘 POMP 鈴木 広和 富士宮ファミリーTC

石井　海 吉原高校 63 60 薬師寺 卓 フリー

荒井 駿佑 吉原高校 大塚 知亮 フリー

川目 和重 旭化成 渡部 晋也 フリー

巨椋 成幸 フリー 石田 世一 フリー

青島 泰雅 フリー
65

北川 大悟 フリー

柴田 脩樹 吉原高校 常川 祐剛 吉原高校

須田 凌斗 吉原高校 夏目 雄太 吉原高校
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２０２０(令和２)年度
第２９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：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

味岡 浩 あおやま庭球塾

藤田 道雄 あおやま庭球塾

和田 力也 YDET

鈴木 孝治 YDET

遠藤　淳 桜TC山宮

鈴木 康弘 WTC

試合順序 ① - ②、　② - ③、　① - ③

優勝 ： 味岡・藤田 組
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２０２０(令和２)年度
第２９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

海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 篠原 照美　　　富士宮市役所

高木 厚 Care.TC 大井 光基　　 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

64
熊沢 秀之 高瀬 T.C

64 75 今村 芳之 高瀬 T.C

佐野 信博　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

萩原 直樹　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

吉田 榮 高瀬 T.C
75

長倉　文隆　　　あおやま庭球塾

鈴木 政文 高瀬 T.C 髙橋　利文　　　　ｾﾝｻｰﾀ

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

海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 篠原 照美　　　富士宮市役所

高木 厚 Care.TC 大井 光基　　 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

熊沢 秀之 高瀬 T.C

今村 芳之 高瀬 T.C

佐野 信博　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

萩原 直樹　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

吉田 榮 高瀬 T.C 長倉　文隆　　　あおやま庭球塾

鈴木 政文 高瀬 T.C 髙橋　利文　　　　ｾﾝｻｰﾀ
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２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般女子 Ａ 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 10/21

長橋 美奈子 富士宮ファミリーTC 0.476

赤池 勝美 桜TC山宮 11/21

大塚 美穂子 ｳｨﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 0.524

佐野 天音 桜TC山宮 12/24

熊谷 真琴 桜TC山宮 0.500

試合順序 ① - ②、　② - ③、　① - ③

優勝 ： 赤池・大塚 組
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２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般女子 B 参加チーム数：7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

池谷 久花　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 西川 洋美　　 フリー

大芝 晴香　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 青山 みゆき　フリー

64
市川 愛梨 富士東高校

64 61
三浦 香乃 富士東高校

川嶋 夢叶 富士東高校 荒川 咲耶 富士東高校

渡邉 琴弓 吉原工業高校 千須和 樂々 富士東高校

毛利 美月 富士東高校
64 60

原 香菜子　　 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

内田  楓 富士東高校 花田 志重　　 cocoa倶楽部

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　：　 無し

1R SF SF 1R

池谷 久花　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 西川 洋美　　 フリー

大芝 晴香　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 青山 みゆき　フリー

市川 愛梨 富士東高校

60
三浦 香乃 富士東高校

川嶋 夢叶 富士東高校 荒川 咲耶 富士東高校

渡邉 琴弓 吉原工業高校 千須和 樂々 富士東高校

毛利 美月 富士東高校 原 香菜子　　 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

内田  楓 富士東高校 花田 志重　　 cocoa倶楽部
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