
県名 会場名 達人 五段 三段

岐阜県 ニッケテニスドーム岐阜 伊藤雅朗＆玉野健治
鈴木武司＆玉野健治
須網優太＆須網僚太

水野和重＆黒井直矢
北堀敦也＆柘植伸一
大塚慈包＆柘植伸一
林裕子＆市川孝司

山内淳＆吉田亮輔
中村将和＆柘植伸一
若狭谷知子＆吉田亮輔

静岡県 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 石津宜佳＆石津雅世
太田典子＆住田千里

静岡県 伊東テニス協会 宮永一成＆宮永京子 高橋伊織＆高橋博之
小池敏博＆大川裕詞
松野直樹＆松野文代

静岡県 浜松市テニス協会 辻野隆三プロ＆竹森正道
塩坂タケシ＆今村奈津子
杉澤克＆鈴木陽
鈴木孝志＆山本諒

愛知県 テニスラウンジ刈谷 石川　大継＆清水　宏輝 橋本　司＆原田　公
寺沢秀章＆古居拓実
林　貴司＆林　靖幸

渡辺　礼子＆太田多孝子
久野　昭仁＆大河内京子
豊田久美子＆柴田　歩
古川　和伸＆松並　雅弘
般ケ山友里＆岩間里加子

愛知県 テニスラウンジ東海 加藤誠＆袋田剛志

愛知県 アルファインドアテニススクール 藤島慶佑＆澤井政斉
服部竜也＆服部篤

山中智子＆松山正子
藤島雄佑＆藤井開土
小柳翔太郎＆山中教史
佐々木英二＆佐々木有美子

今村実＆今村裕美
森政弘＆藤島美喜
内藤寿音＆佐々木裕也

愛知県 テニスラウンジ緑 坂中トミオ＆夏目皓平 黒野龍太＆加藤優実
伊神正峰＆伊神春香
深川真理子＆深川愛菜
木下剛志＆鬼塚美羽

三重県 テニスラウンジ久居 小西和弘＆高倉希 多田修司＆横田健一

三重県 テニスラウンジ鈴鹿 森川幸子＆藤田良

三重県 メッツテニスクラブ 赤堀剛寛＆松本和美 中村正司＆小川直樹
中山美千代＆橋本桂子
中島久代＆堀口禎人
河合涼佑＆井原龍之介

滋賀県
【共同】

滋賀県テニス協会 谷村　健治＆谷村　裕子
板谷　芳彦＆橋口　　誠
荒谷　善夫＆西河　春江
梅若　恵子＆今井　順子

京都府
【共同】

京都府テニス協会 駒津　大樹＆駒津　正人
石倉　秀都＆神田史之信
市川　和樹＆中留　諒太
藤原　亮太＆石川　琢巳

京都府 亀岡市テニス協会 桐野和彦＆高木剛
中西孝臣＆藤田雅史

大槻幸子＆俣野あけみ 浅田恭子＆西原則子
犬石透＆千崎圭二

京都府 神足テニスクラブ 高橋里美＆松矢雄志
大塚等＆山根将洋
清藤千晶＆和田京子
宇佐美泰裕＆大六政道

西村勇＆中野千鶴
諏訪小永＆南マキ
西堀隆志＆杉原栄子
安本雅美＆山田裕之
中原慎二＆三浦滋
塩見泰男＆安田健太

廣瀬貴慶＆水野勝
高安聡＆高安光
山田みどり＆谷口あゆみ
猪瀬英雄＆湯川忠雄
仲谷里美＆脇本和子
山本修也＆中村暢
大倉献一郎＆大倉美和子
四月朔日梨沙＆木下翔太
上田祐子＆長野桂子
高橋正代＆河田みどり
西村善明＆西村知代子
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京都府 Balle Blanch（ヴァルブランシェ） 河合　和美＆海本コーチ
滝　良太郎＆海本コーチ
松井　康浩＆濵本コーチ
北村　哲也＆濵本コーチ
鈴木　緋紗＆海本コーチ
寺師　梓　＆濵本コーチ
平田　香波＆黒田コーチ
桐野　和彦＆矢嶋　一毅
橋本　和宜＆玉田　修
山本　裕二＆前川　哲也
人見　裕子＆長谷川コーチ
人見　裕子＆濵本コーチ
前川　哲也＆堤　要

藤田彩有里＆荒木コーチ
池上　佳典＆風間　洋介
檀野　正生＆塚本　律
飯塚　保行＆佐藤　尚子
桐野　和彦＆藤井友紀恵
萬川　由美＆近藤　孝雄
清水　雅弘＆塚本　律
田中　敦子＆森　保憲
池田　宏子＆濵本コーチ
山口　真奈＆佐藤　史英
奥野　誠　＆東　広和

向井　康裕＆今河コーチ
三原　丈秀＆田中　直樹
脇元　隆行＆酒田　耕平
瀧瀬　雅文＆松井　康浩
土肥　典生＆荒尾　稜生
堀ノ内麻世＆野木コーチ
熊谷　明　＆須波　知亮
逢坂　尚志＆川島コーチ
安福　節子＆西村　弘嗣
飯塚　保行＆松田　健太
外野村晴美＆浅葉久美子
井上　栄子＆土屋コーチ
林　敦子　＆渡辺　信枝
山田　和宏＆土屋コーチ
井出慎太郎＆竹本　勲
石原　美嘉＆田中　敦子
寺西　潔　＆森　誠
海崎　清孝＆尾崎　義昇
箕田　哲也＆箕田　千秋
松本　賢治＆濵本コーチ
箕田　哲也＆中西　功
久保　まい＆濵本コーチ
辻　有夏　＆濵本コーチ

京都府 西ノ丘ローンテニスクラブ 桜井　恵子＆太田　優康
山口　信子＆太田　優康
野々村光生＆橋本　縉治
岡山　努　＆西野　彰一
石田　陽子＆太田　優康
俣野　稔　＆石澤　衛

秋山　理恵＆太田　優康
田村慶美樹＆乗田かな子
出雲　聖子＆田中　恵子
堤本　清美＆阪口　由美子
大草　正裕＆橋本　縉治
神部　賢一＆橋本　縉治
木本　智子＆横川　仁美
上羽　綾子＆田本　敦子
齋藤　由子＆村上小百合
四方　正広＆金　　哲
羽賀美穂子＆西村　英子

田中　恵子＆橋本　朋子
本田　章子＆田中　宏導
八束美津枝＆田崎　淳子
井垣　忠夫＆吉岡　由乃
毛利のり子＆矢野　敏
龍見　靖代＆橋本　縉治
野田　尚代＆田本　敦子
阿部　美果＆居蔵　伸樹
山崎小百合＆佐野　直
田中　恵子＆橋本　朋子

大阪府
【共同】

大阪府テニス協会
　／高槻市テニス連盟　主催

佐藤　稔＆佐藤　理香 佐藤　稔＆佐藤　魁 佐藤　稔＆佐藤　競

大阪府 江坂テニスセンター
　※達成者個人名の為、
　　別のPDFにて掲載させていただきます。

32名 38名

大阪府 スポーツスクエア　スターサップ 芳澤伸一＆金子知庸二
佐藤公彦＆藤田佳美

吉森より子＆内田直子
吉森岳史＆吉森より子
野口猛＆中川健太
寺本朗＆田頭邦博
藤田佳美＆樋口崇
栗山春美＆前田恭子

山岡秀子＆山田成美
鞆幸子＆池口未希子
谷口美佳＆田辺博起
廣田洋子＆江西涼
白水隆昭＆川島由姫
西川哲史＆高橋望月
井村優子＆福田恵子
清水里奈＆山田敬祐

兵庫県
【共同】

兵庫県テニス協会
　　/丹波市テニス協会　主催

春名　宣孝＆細見　美佐
井上　雅文＆井上明茅季
芦田　宗晴＆荒関　温美
門尾　純平＆南　孝

村上　晴美＆村上生干子
吉村　浩一＆吉村かすみ

小山　優真＆雪岡　宏和
高見　弘明＆高見　知子
平野　和敏＆山内　佳子

兵庫県 豊岡市テニス協会 笹田高志＆笠原泰蔵

兵庫県 魚崎浜テニススクール 河野伸桐＆井上登代美

奈良県 テニスガーデン 石田篤正＆森田昌利 和田知子＆千代てるみ
竹澤秀一＆道上憲博
片山吉久＆黒松弘至
山地洋子＆中村紀子
山縣拓摩＆中村直美
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奈良県 浜口忠明プロテニスクリニック 中村　朗　＆山田　勝徳

西口　善昭＆松本　正己
浅田　薫　＆奥本　幸三
山田　耕一＆森　隆城
仲嶋　久雄＆石井　顕人

栗巣　耕和＆廣瀬　由梨
幸田　安弘＆幸田　純永
坂口　陽子＆大垣希容子
川端智和子＆中村　京子
島田　東一＆増井　厚子
森田　裕紀＆森田　浩司
音村　壮太＆竹花　清幸
篠崎　静代＆門田　法子
上田　始　＆中村由起子
森川　弘　＆谷　信子

和歌山県
【共同】

和歌山県テニス協会 辻垣内亨夫＆松下 彰宏
後藤 崇寿＆小竹 宏樹
山田 雅昭＆大岡 宏忠
天野 友裕＆出口 貴浩
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