
あさいクリニック 〒422-8056　静岡市駿河区津島町6-31 TEL054-288-6555　　FAX054-283-4007

http://asai-cl.com/
㈱ 池田製作所 〒421-0304　榛原郡吉田町神戸22-1 TEL0548-32-5906    FAX0548-32-9460

http://www.ikeda-mfg.co.jp/index.htm
㈲ 一成　　鈴木米穀店 〒421-0422　牧之原市静波2666 TEL0548-22-0065　　FAX0548-22-0812

㈱ 伊藤園 静岡地区営業部 〒420-0009　静岡市葵区神明町85-2 TEL054-272-8234　　FAX054-272-8235

相良支店　
イトウシャディ ㈱ 〒421-0523　牧之原市波津828-1 TEL0548-52-2689　　FAX0548-52-6885

https://www.gift-ito.jp/
㈱ 伊東フーヅ 〒421-0522　牧之原市相良99-2 TEL0548-52-0372　　FAX0548-52-4786

岩堀電設 ㈱ 〒421-0512　牧之原市大江1260-4 TEL0548-52-0548    FAX0548-52-4577 

エースクリーニング ㈱ 〒427-0007　島田市野田169-8 TEL0547-37-6771　　FAX0547-37-0523

栄光㈱　東海営業所 〒426-0036　藤枝市上青島405 TEL054-643-6666　　FAX054-643-1464

㈲ 尾﨑板金 〒421-0421　牧之原市細江2486-5 TEL0548-22-6652　　FAX0548-22-5316

㈱ ゴーセン 〒550-0013　大阪市西区新町1-4-26 ニッケ四ツ橋ビル３階

久保田建装 ㈱ 〒422-8044　静岡市駿河区西脇342-1 TEL054-202-2722　　FAX054-202-2725

http://www.scjtf.jp/ TEL054-246-3620　　FAX054-248-3015

静岡鉄道 ㈱ 〒420-0839　静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号 TEL054-254-5114

http://www.shizutetsu.co.jp/

静鉄保険サービス㈱ 藤枝支店
TEL054-645-1508    FAX054-745-1581

㈱ シズデン 〒422-8006　静岡市駿河区曲金5-17-5 TEL054-284-4111　　FAX054-284-6753

静波リゾート開発 ㈱ 〒421-0422　牧之原市静波2228-43 TEL0548-22-1717　　FAX0548-22-4723

http://shizutetsu.jp/swing/

㈱ 静岡合羽橋 新村商店 〒422-8063　静岡市駿河区馬渕4丁目4-24 TEL054-201-9234　　FAX054-201-9345

http://www.info@shinmura.co.jp

新成化成㈱ 〒421-0404　牧之原市静谷431-1 TEL0548-28-0311    FAX0548-28-0313

http://www.shinseikasei.co.jp/
㈲ スギモトシート 〒421-0511　牧之原市片浜919-1 TEL0548-52-6514　　FAX0548-52-4347

第一化成 ㈱ 〒421-0412　牧之原市坂部2400 TEL0548-29-0119　　FAX0548-29-0848

http://dik.jp/
大豊 ㈱ 〒421-0511　牧之原市片浜3380-468 TEL0548-52-5588　　FAX0548-52-3828

http://www.taiho-group.com/
㈱ 高瀬テニスプランニング 〒421-1215　静岡市葵区羽鳥1-10-16 TEL054-278-2056　　FAX054-278-2067

http://www2.tokai.or.jp/takase.tennis.p/

㈱ 高柳製茶 〒425-0057  牧之原市勝田2310-4 TEL0548-27-2324　　FAX0548-27-3920

〒108-0075　東京都港区港南1-6-41 TEL03-5463-7324　　FAX03-5463-7333

http://www.srixon-tennis.com/

㈱ 帝装化成 〒422-8045　静岡市駿河区西島164-1 TEL0120-57-6464

〒421-3203　静岡市清水区蒲原3-23-12 TEL054-385-2021　　FAX054-385-2019

㈲ 寺田設備 〒421-0422　牧之原市静波3372-2 TEL0548-22-2320　　FAX0548-22-4143

㈱ トーエネック 〒420-0029 静岡市葵区研屋町51 TEL 054-273-4350

http://www.toenec.co.jp/

東急リゾートタウン浜名湖 〒431-1403　浜松市北区三ヶ日町大崎372 TEL053-526-1093　　FAX053-526-1727

㈱ 東急Ｒｅ・デザイン
TEL03-5797-0700　　FAX03-5797-0710

㈱ トミヤコーヒー 〒422-8006　静岡市駿河区曲金2-8-28 TEL054-282-4321

日管 ㈱ 〒430-8540　浜松市中区池町220-4 TEL053-459-3000　　FAX053-459-3030

ディアストーンテニスクラブ (静岡市清水区歯科医師会)

http://www.resortservice.co.jp/hamanako/index2.html

2021年 大会に協賛頂いた企業・団体の皆様方をご紹介させて頂きます。
（９月２９日現在、順不同、敬称略）

〒426-0037　藤枝市青木3-2-20 駿遠運送本社ビル３Ｆ

㈱ダンロップスポーツマーケティング

〒158-0097  東京都世田谷区用賀4-10-2  世田谷ビジネススクエアHills  I  ２Ｆ

(一社) 静岡県クラブジュニアテニス連盟
〒420-0804  静岡市葵区竜南1-13-27　竜南テニスクラブ（事務局）
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㈱ はいなん自動車学校 〒421-0421　牧之原市細江1731 TEL0548-22-0272　　FAX0548-22-7180

http://www.hainanjiko.co.jp/

榛南建材 ㈱ 〒421-0421　牧之原市細江2749-5 TEL0548-22-1318　　FAX0548-22-2228

榛南ロータリークラブ
http://hainan-rc.jp/ TEL090-6363-6943 　FAX0548-22-9757

㈲ 榛原クリーンサービス　 〒421-0421　牧之原市細江1224-1 TEL0548-22-0010　　FAX0548-22-1513

萩埜園 〒421-0501　牧之原市東萩間713-1 TEL & FAX 0548-27-1952

㈱ 一言 〒426-0023　藤枝市茶町2丁目2番21号 TEL054-641-0045　　FAX054-641-0361

http://www.hitokoto.co.jp/company/index.html
ビクトリー商会 〒422-8066　静岡市駿河区泉町4番29号 TEL054-286-7298　　FAX054-286-7287

http://victory-shokai.com/
ファミリーマート 清水三保本町店 〒424-0901　静岡市清水区三保3266-9 TEL054-337-1085     FAX054-336-0018

福文電設 ㈱ 〒421-0301　榛原郡吉田町住吉2987番地 TEL0548-32-1263　　FAX0548-32-5814

藤浦工業 ㈱ 〒421-0414　牧之原市勝俣1334-1 TEL0548-22-2719　　FAX0548-22-6171

ホシザキ湘南㈱ 〒427-0006　島田市阿知ケ谷154-1 TEL0547-33-0300

まきのはら活性化センター 〒421-0422　牧之原市静波1771-5 TEL0548-23-3150    FAX0548-22-5399

http://www.msckc.jp/
牧之原市役所　 〒421-0495  牧之原市静波447-1 TEL 0548-23-0001   FAX 0548-23-0059

http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/
牧之原市商工会 〒421-0523　牧之原市波津691-2 TEL0548-52-0640　　FAX0548-52-4846

http://makinohara-s.com/
牧之原市茶業振興協議会 〒421-0592　牧之原市相良275 TEL0548-53-2621

牧之原市認定農業者協議会 　　　　　　　　　牧之原市相良庁舎 お茶特産課内

㈱ 松浦スチロール工業所 〒421-0301　榛原郡吉田町住吉4655-1 TEL0548-32-0195

㈱マルイチ 〒421-0301　榛原郡吉田町住吉5431-17 TEL0548-32-0492　　FAX0548-32-7667

http://www.maru1.co.jp

三峯産業 ㈱ 〒420-0034　静岡市葵区常磐町1-4 TEL054-275-0866　　FAX054-255-1677

認定こども園みのり幼稚園 〒421-0421　牧之原市細江812-2 TEL＆FAX0548-22-0606

https://minoriyouchien.ed.jp/
(財)みらいスポーツ財団

TEL03-3665-9001    FAX03-3662-8022

宮城島歯科医院 〒424-0901  静岡市清水区三保312-9 TEL & FAX  054-334-2401

http://miyagishima-shika.com/
本橋金属工業 ㈱ 〒421-0421　牧之原市細江1135 TEL0548-22-1245    FAX0548-22-1246

http://motohashi-kinzoku.co.jp/company/
本橋テープ ㈱ 〒421-0301　榛原郡吉田町住吉3216-6 TEL0548-32-2567　　FAX0548-32-2735

http://www.motohashi-tape.co.jp

㈲ 山万茶業 〒421-0422　牧之原市静波2878-1 TEL0548-22-0116　　FAX0548-22-3714

やまもと商事 〒421-0422  牧之原市静波１２３１－3 TEL 0548-22-1357   FAX 0548-22-8809

山本電機 ㈱ 〒421-0402　牧之原市勝間684-3 TEL0548-25-4300　　FAX0548-25-4301

http://www.yamamoto-denki.jp
㈱ 横山事務機 〒422-8067　静岡市駿河区南町1番13号 TEL054-285-4165　　FAX054-285-4169

http://www.y-jimu.jp/
菱和設備 ㈱ 〒420-0047　静岡市葵区清閑町14番5号 TEL054-254-8321　　FAX054-253-5746

ワークス㈱ 〒421-0303　榛原郡吉田町片岡1287-1 TEL0548-32-1839    FAX0548-32-9705

http://www.work-gojo.com

〒421-0422　牧之原市静波1725-18 榛葉自家用自動車協会内　　

〒103-0001  東京都中央区日本橋小伝馬町9-9　　橋本総業ホールディングス㈱内
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