
令和４年度　静岡県中学校総合体育大会テニス競技（団体の部）

男子

フィードインコンソレーション

① ③

⑤ ⑥
⑦

② ④

会場 ： 日本平運動公園庭球場
受付 ： ８時００分～８時１５分

監督会議 ： ８時２０分～
開会式 ： ８時３０分～

女子 フィードインコンソレーション

③ ⑤
①

⑦ ⑧
⑨

②

④ ⑥

会場 ： 有度山テニスコート
受付 ： ８時００分～８時１５分

監督会議 ： ８時２０分～
開会式 ： ８時３０分～
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第75回　静岡県中学校総合体育大会テニス大会

男子シングルス (1)

(浜松市立湖東中学校) 85

43 藤井陽大 （磐田市立豊田中学校）

清剛琉 (富士宮市立大富士中学校) 84

42 岸端蔵人 （吉田町立吉田中学校） 宮本亮

41 齊藤広琉 （浜松市立入野中学校）

40 大石倫資 （伊東市立南中学校） 只野瑛汰 (伊東市立北中学校) 83

39 大椙一輝 （藤枝市立大洲中学校） 丹羽悠斗 (磐田市立向陽中学校) 82

安田唯人 (焼津市立大富中学校) 80

38 前野宏喜 （磐田市立向陽中学校） 内山聖那

37 堀野瑛太郎 （御殿場市立富士岡中学校）

(浜松市立北星中学校) 81

36 遠藤温大 （静岡市立服織中学校） 望月智生 (静岡市立清水興津中学校) 79

35 小林蒼大 （磐田東中学校） 鈴木駿 (静岡市立安東中学校) 78

瀧澤祐希 (沼津市立第三中学校) 76

34 西川歩汰 （静岡大学教育学部附属島田中学校） 増田大空

33 濱見慶人 （浜松市立富塚中学校）

(浜松市立八幡中学校) 77

32 杉山遼介 （静岡市立清水第七中学校） 谷澤怜真 (富士市立鷹岡中学校) 75

31 鈴木颯泰 （清水南高等学校中等部） 田代登馬 (静岡市立東豊田中学校) 74

石川敬矩 (沼津市立愛鷹中学校) 72

30 増田和之介 （静岡市立長田南中学校） 細澤蒼天

29 鈴木星稀 （浜松市立東陽中学校）

(静岡市立中島中学校) 73

28 伊東順正 （静岡市立東中学校） 日比野晴 (熱海市立多賀中学校) 71

27 阿曽颯 （袋井市立袋井南中学校） 佐藤聖真 (浜松市立中部中学校) 70

諏訪友埜 (島田市立六合中学校) 68

26 松田朱右 （島田市立島田第二中学校） 木下大地

25 市川陽太 （静岡大学教育学部附属島田中学校）

(袋井市立袋井中学校) 69

24 井上素直 （静岡大学教育学部附属浜松中学校） 鈴木遼 (磐田市立豊岡中学校) 67

23 石牧諒真 （浜松市立江西中学校） 近藤陽斗 (富士市立富士中学校) 66

鈴木健太 (藤枝市立青島中学校) 64

22 大庭嘉仁 （沼津市立第二中学校） 池田光希

21 永田俊輔 （静岡大学教育学部附属浜松中学校）

(浜松市立東陽中学校) 65

20 山田響己 （富士市立富士中学校） 近藤天空 (沼津市立今沢中学校) 63

19 大場遥仁 （浜松市立南陽中学校） 西谷律輝 (静岡市立城内中学校) 62

木本剛弘 (湖西市立湖西中学校) 60

18 太田睦 （静岡市立清水第二中学校） 水谷絢創

17 荒木映人 （磐田市立城山中学校）

(吉田町立吉田中学校) 61

16 三浦大空 （静岡ｻﾚｼﾞｵ中学校） 和田紘武 (磐田市立城山中学校) 59

15 櫻井健 （焼津市立大富中学校） 久保田圭 (藤枝市立藤枝中学校) 58

大谷元希 (浜松市立南部中学校) 56

14 長谷川駿人 （焼津市立大村中学校） 岩﨑楓

13 細谷詢 （沼津市立金岡中学校）

(静岡市立南中学校) 57

12 名倉祐輝 （静岡市立西奈中学校） 松浦湊 (浜松市立浜北北部中学校) 55

11 小林隼人 （浜松市立与進中学校） 久保義弥 (浜松市立湖東中学校) 54

村松健太 (浜松市立北浜東部中) 52

10 西川玖穏 （藤枝市立大洲中学校） 加藤理央

9 榛澤瑠弥 （静岡市立籠上中学校）

(浜松市立雄踏中学校) 53

8 小島慎太郎 （静岡市立安倍川中学校） 仁科翼 (袋井市立周南中学校) 51

7 片野里玖斗 （掛川市立東中学校） 進藤鷹晴 (牧之原市立榛原中学校) 50

櫻井涼真 (静岡市立清水第八中学校) 48

6 白幡侑吾 （浜松西高等学校中等部） 髙嶋勲

5 小林幸隆 （加藤学園暁秀中学校）

(沼津市立金岡中学校) 49

46

4 岩本大地 （三島市立錦田中学校） 佐藤瑞城 (浜松市立南部中学校) 47

3 白鳥佑樹 （静岡ｻﾚｼﾞｵ中学校） 佐野啓翔 (富士宮市立芝川中学校)

７：３０～７：５０

大会要項に当初記載されていた受付時間および競技開
始時間が変更されています。ご注意ください。

藤原宗太郎 (浜松市立舞阪中学校) 44

2 山口瑛大 （浜松市立蜆塚中学校） 橋本慎司

1 加藤慶 （袋井市立袋井中学校）

(清水南高等学校中等部) 45

会場 ＝ 有度山テニスコート

受付 ＝



第75回　静岡県中学校総合体育大会テニス大会

男子シングルス (2)

(浜松市立天竜中学校) 169

三田村蒼太 (静岡市立中島中学校) 168

127 阿部素晴 (富士市立富士中学校) 吉田貴史

126 奈木圭太 (静岡市立清水第七中学校)

125 鈴木琉翔 (島田市立六合中学校) 岡田直哉 (浜松市立篠原中学校) 167

124 池谷煌汰 (浜松市立南陽中学校) 飯田唯斗 (沼津市立沼津高等学校中等部) 166

萩原楓 (袋井市立袋井南中学校) 164

123 石川千之亮 (聖隷クリストファー中学校) 鈴木太樹

122 渡邊瑛斗 (富士市立吉原東中学校)

(牧之原市立榛原中学校) 165

121 鷲巢維月 (静岡市立長田南中学校) 請井稜 (湖西市立新居中学校) 163

120 中村悠希 (浜松市立富塚中学校) 西田裕 (浜松市立湖東中学校) 162

岩田純 (清水南高等学校中等部) 160

119 小松佑貴 (沼津市立金岡中学校) 松下英璃

118 澤野有生 (静岡市立清水第八中学校)

(浜松市立庄内中学校) 161

117 永井想真 (袋井市立浅羽中学校) 齊藤南翔 (東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部) 159

116 今泉怜大 (浜松市立三方原中学校) 松永亮輔 (浜松市立天竜中学校) 158

芥川伊織 (磐田市立豊田中学校) 156

115 増田陽友 (掛川市立東中学校) 柴田裕翔

114 蛭間大和 (静岡市立清水飯田中学校)

(静岡市立東豊田中学校) 157

113 長澤碧音 (沼津市立第五中学校) 池田蒼叶 (静岡市立安倍川中学校) 155

112 土切彬矢 (御前崎市立浜岡中学校) 石田竜翔 (静岡大学教育学部附属島田中学校) 154

池田竣哉 (富士市立吉原東中学校) 152

111 津田悠佑 (静岡市立安東中学校) 鈴木壱竜

110 内海琉星 (沼津市立第四中学校)

(静岡市立賎機中学校) 153

109 外山駿瑛 (浜松市立浜名中学校) 仲安晴基 (島田市立島田第二中学校) 151

108 池上侃太郎 (静岡市立清水第七中学校) 鈴木瑛仁 (袋井市立周南中学校) 150

三木翔太 (富士市立岩松中学校) 148

107 河島賢太郎 (浜松市立浜北北部中学校) 志知暖基

106 山本悠生 (浜松市立天竜中学校)

(浜松日体中学校) 149

105 松﨑大知 (浜松市立富塚中学校) 菅沼雄之輔 (湖西市立湖西中学校) 147

104 松永朔太郎 (静岡市立籠上中学校) 工藤誠之介 (沼津市立片浜中学校) 146

杉本淑 (清水町立南中学校) 144

103 仲田叶翔 (藤枝市立高洲中学校) 袴田倫太郎

102 谷川凰貴 (島田市立島田第一中学校)

(浜松市立南陽中学校) 145

101 松澤迅 (御殿場市立原里中学校) 志田遼磨 (磐田市立城山中学校) 143

100 大胡田礼和 (沼津市立大岡中学校) 山本永遠 (焼津市立港中学校) 142

興津颯人 (静岡市立中島中学校) 140

99 麸澤海

98 福地慧士 (藤枝市立藤枝中学校)

(御殿場市立富士岡中学校) 141bye

97 清水新太 (浜松市立中郡中学校) 生熊忠信 (浜松市立北部中学校) 139

96 内山愛琉 (浜松市立南部中学校) 神谷暁 (浜松日体中学校) 138

澤直輝 (沼津市立第五中学校) 136

95 前田澪 (清水南高等学校中等部) 池田楽來

94 鈴木奏一朗 (浜松市立東部中学校)

(静岡市立長田西中学校) 137

93 中野颯 (静岡市立賎機中学校) 岩ヶ谷遼佑 (焼津市立大井川中学校) 135

92 新村知己 (静岡大学教育学部附属浜松中学校) 池本和馬 (静岡市立籠上中学校) 134

菅谷蒼斗 (藤枝市立青島北中学校) 132

91 河原良亮 (浜松市立新津中学校) 榊原蒼太

90 石野陽登 (浜松市立開成中学校)

(浜松市立入野中学校) 133

89 大村理貢 (吉田町立吉田中学校) 松坂奏汰 (牧之原市立榛原中学校) 131

88 山田泰地 (沼津市立今沢中学校) 足立央地 (静岡大学教育学部附属島田中学校) 130

128

87 平間彗亜 (浜松市立蜆塚中学校) 栗原健成

86 高橋カイアン涼太 (加藤学園暁秀中学校)

(沼津市立第五中学校) 129

大会要項に当初記載されていた受付時間および競技開
始時間が変更されています。ご注意ください。

会場 ＝ 有度山テニスコート

受付 ＝ １０：３０～１０：５０

齊藤蒼士 (森町旭が丘中学校)



第75回　静岡県中学校総合体育大会テニス大会

男子ダブルス

会場 ＝

受付 ＝

服部大樹・宇塚玄 (加藤学園暁秀中学校) 16

2 市川永真・山田晃伎 (藤枝明誠中学校) 望月研貴・野口叶斗

1 嶋田向健・水井翔夢 (静岡市立清水飯田中学校)

(藤枝明誠中学校) 17

有度山テニスコート

８：００～８：１５

3 笠本夢真・兼岡奏多 (浜松市立笠井中学校) 木村隆真・榛葉大悟 (藤枝明誠中学校) 18

4 宮城島健翔・小栗和峰 (浜松西高中等部) 長谷川太一・佐々木悠人 (静岡大学教育学部附属静岡中学校) 19

萩野歩夢・池田圭佑 (浜松日体中学校) 20

6 石川瑛太・成島奏 (藤枝明誠中学校) 太田裕都・湊悠誓

5 植木翔瑛・小坂大翔 (藤枝明誠中学校)

(藤枝明誠中学校) 21

7 高橋幸貴・中山奏空 (浜松日体中学校) 吉田昊希・黒田爽一郎 (藤枝明誠中学校) 22

8 柴田翔也・藤原幸太 (静岡市立城山中学校) 杉本正悟・杉本賢悟 (富士宮市立富士根南中学校) 23

中嶋柾稀・岩清水優矢 (静岡市立長田南中学校) 24

10 安本虎太郎・内田侑音 (藤枝明誠中学校) 田島寛貴・八木秀寿

9 森本条太朗・増田光我 (藤枝明誠中学校)

(藤枝明誠中学校) 25

11 鳥居由敬・丹羽希生 (焼津市立大富中学校) 大場拓・杉山将優 (藤枝明誠中学校) 26

12 大場正藤・太田湧基 (藤枝明誠中学校) 福島幹太・堀巧人 (静岡市立末広中学校) 27

山田浩太・油井遥斗 (藤枝明誠中学校) 28

14 大石啓裕・菅谷彩斗 (藤枝明誠中学校) 大瀧一志・堀内健成

13 山崎聖斗・大野陽 (清水南高等学校中等部)

30

(浜松日体中学校) 29

15 伊藤誠真・鳥居幹大 (浜松市立新津中学校) 佐野文都・佐野友都 (三島市立北中学校)



第75回　静岡県中学校総合体育大会テニス大会

女子シングルス

山本陽毬 (藤枝市立藤枝中学校) 54

2 山下紗愛奈 （静岡英和女学院中学校） 小馬麻

1 大井川鈴奈 （袋井市立周南中学校）

(沼津市立金岡中学校) 55

3 羽切愛実 （沼津市立今沢中学校） 室井ゆりか (浜松西高等学校中等部) 56

4 富松紗羽 （浜松市立蜆塚中学校） 藤井星杏 (湖西市立湖西中学校) 57

岡田和夏 (藤枝市立広幡中学校) 58

6 木田奈穂 （三島市立南中学校） 河口香穂

5 大石結愛 （牧之原市立榛原中学校）

(静岡市立観山中学校) 59

7 田邊花凜 （掛川市立栄川中学校） 小池真咲 (磐田市立豊田中学校) 60

8 葛西麗乃 （御殿場市立御殿場中学校） 山﨑美來 (静岡英和女学院中学校) 61

杉山心春 (島田市立六合中学校) 62

10 加茂明莉 （浜松市立雄踏中学校） 山本奈央

9 一ノ瀬桃子 （藤枝市立葉梨中学校）

(静岡市立東豊田中学校) 63

11 杉本菜緒 （藤枝市立西益津中学校） 勝又美玲 (御殿場市立南中学校) 64

12 渡邉瑠香 （静岡市立蒲原中学校） 田中苺夏 (沼津市立今沢中学校) 65

野荒芽衣 (浜松市立北星中学校) 66

14 辻奈津希 （静岡市立東豊田中学校） 大久保怜海

13 太田乃愛 （浜松市立東陽中学校）

(清水町立清水中学校) 67

15 小山桃果 （静岡市立南中学校） 石田優月 (静岡市立蒲原中学校) 68

16 柴田紗弥 （清水町立清水中学校） 繁田美玖 (静岡市立西奈中学校) 69

石田愛夏 (島田市立島田第一中学校) 70

18 上稲葉成美 （藤枝市立西益津中学校） 渡邊スキ

17 芝田美海 （磐田市立向陽中学校）

(静岡市立服織中学校) 71

19 井上藍奈 （静岡市立東豊田中学校） 伊藤陽和 (磐田市立竜洋中学校) 72

20 福山真望 （浜松市立北浜中学校） 桝井菜月 (掛川市立西中学校) 73

村井柚子香 (南伊豆町立南伊豆東中学校) 74

22 塩澤彩芭 （富士宮市立大富士中学校） 渡辺虹心

21 飯塚さくら （函南町立東中学校）

(焼津市立港中学校) 75

23 山口凛 （藤枝市立西益津中学校） 小山友歌 (静岡雙葉学園中学校) 76

24 後藤築海 （浜松市立天竜中学校） 山口ゆいり (沼津市立片浜中学校) 77

古屋葵 (浜松日体中学校) 78

26 加茂茜音 （浜松市立雄踏中学校） 鈴木彩葉

25 増田未来 （函南町立東中学校）

(藤枝市立青島中学校) 79

27 小木那々美 （磐田市立神明中学校） 大塚咲弥 (磐田市立磐田第一中学校) 80

28 田中音色 （浜松市立三ヶ日中学校） 伊藤愛美 (静岡市立城山中学校) 81

袴田玲美 (三島市立錦田中学校) 82

30 村松心麗 （静岡市立観山中学校） 村木優歩

29 鈴木実優 （浜松市立与進中学校）

(浜松市立北浜中学校) 83

31 名波璃咲 （牧之原市立相良中学校） 西澤史歩 (富士市立富士中学校) 84

32 青野未空 （伊東市立南中学校） 多田愛香理 (静岡市立南中学校) 85

園部新奈 (静岡大学教育学部附属島田中学校) 86

34 中山由菜 （掛川市立北中学校） 山本莉子

33 岩原里呼 （富士市立岩松中学校）

(沼津市立第三中学校) 87

35 鈴木野乃花 （浜松西高等学校中等部） 山﨑恵梨香 (浜松市立蜆塚中学校) 88

36 杉本華乃 （牧之原市立榛原中学校） 吉村奈穂 (三島市立南中学校) 89

砂子結良 (浜松市立北星中学校) 90

38 菅沼綾夏 （裾野市立須山中学校） 菅美優

37 小澤ひより （浜松市立中部中学校）

(藤枝市立青島中学校) 91

39 青木友南 （藤枝市立西益津中学校） 赤池千幸 (富士市立吉原第二中学校) 92

40 横山菜々香 （富士市立吉原第三中学校） 福田いまり (掛川市立東中学校) 93

松井もも (浜松市立三ヶ日中学校) 94

42 甲田優月 （袋井市立袋井中学校） 原賀みづき

41 渡辺心菜 （伊豆の国市立韮山中学校）

(三島市立北中学校) 95

43 山崎あおい （藤枝市立葉梨中学校） 橋本彩花 (浜松市立天竜中学校) 96

44 杉山有央 （静岡市立東中学校） 細川祐加 (浜松市立開成中学校) 97

三浦優芽 (島田市立島田第一中学校) 98

46 市川こころ （焼津市立焼津中学校） 田原優

45 瀬川侑加 （島田市立島田第一中学校）

(御殿場市立南中学校) 99

47 赤坂千聡 （菊川市立岳洋中学校） 佐野文萌 (富士市立富士南中学校) 100

48 山本萌 （伊東市立対島中学校） 森田千春 (吉田町立吉田中学校) 101

齊藤瑠花 (沼津市立第四中学校) 102

50 塩谷澪 （裾野市立西中学校） 後藤華香

49 鈴木瑚々 （島田市立島田第一中学校）

(島田市立金谷中学校) 103

51 川﨑汐音 （静岡市立豊田中学校） 川島美空 (東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部) 104

52 山本莉子 （浜松市立積志中学校） 大須賀美尋 (袋井市立袋井南中学校) 105

小島詠 (掛川市立北中学校) 10653 阿部友莉奈 （袋井市立周南中学校）

大会要項に当初記載されていた受付時間および競技開
始時間が変更されています。ご注意ください。

会場 ＝ 日本平運動公園庭球場

８：００～８：１５

１０：３０～１０：５０

受付

受付

1-53番

54-106番



第75回　静岡県中学校総合体育大会テニス大会

女子ダブルス

＝

＝

勝見莉々・曾根心優 (吉田町立吉田中学校) 10

2 石川結月・松尾結花 (浜松日体中学校) 小坂茉彩・板花由亜

1 伊東菜々子・池田蘭野 (静岡市立東中学校)

(藤枝明誠中学校) 11

3 村松南奈・折田日彩 (藤枝明誠中学校) 鍬本莉乃・新林燈子 (浜松日体中学校) 12

4 高橋美海・木村凛 (藤枝明誠中学校) 13

水元れん・石田渚 (静岡市立城山中学校) 14

杉山葵・大塚心捺 (藤枝明誠中学校)

(静岡市立長田南中学校)

5 長島華子・山本有紗 (静岡大学教育学部附属静岡中学校)

15

7 八木結愛・横谷玲 (藤枝明誠中学校) 潮木里帆・山本望由 (静岡学園中学校) 16

柴山祈梨・德澄小春6 小林優奈・矢川紗奈 (富士宮市立富士根南中学校)

8 石田稀悠・森田真由 (静岡学園中学校)

9 熊田湖子・加藤由依佳 (静岡県西遠女子学園中学校)

大石幸奈・佐藤くらら (清水南高等学校中等部) 19

(浜松日体中学校) 17

今井柚月・松永華歩 (藤枝明誠中学校) 18

飯尾碧希・髙野采花

会場 有度山テニスコート

受付 ８：００～８：１５


