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大  会  競  技  要  項  

 

1. 総括役員 大会委員長 蓮見 傑 （府中庭球連盟会長：ＦＴＣ） 

 大会実行委員長   田越 信行（大会レフェリー：チャリーズ） 

 大会実行委員    神谷 武（ヴィック）、田中英次（車返TC）、青木ひとみ（Sunny） 

2. 試合規則 府中市庭球連盟試合実施規則 

 但し、同規則にないものは、日本テニス協会規則集「コートの友」最新版による。 

  

3. 試合形式 ６ゲーム１セットマッチ(６ゲームスオール時１２ポイント・タイブレーク)とする。 

但し、団体戦を除く、各種目の決勝戦は８ゲームマッチ(８ゲームスオール時は１２ポ

イント・タイブレーク)とする。 

 

4. 審  判 全試合をセルフジャッジ方式とする。 

5. 表  彰  優勝、準優勝、第３位に賞状および賞品を授与する。 

  

6. 試合球 DUNLOP FORT(黄)又はブリジストン XT8(黄)のニューボールを参加者が持ち寄る。 

       当日忘れた方は参加できませんのでお気をつけください。 

 

7. 注意事項 (1) ダブルス・ペアの変更については、府中市庭球連盟試合実施規則第8条による。 

                府中市庭球連盟試合実施規則第8条 

ダブルス試合の場合、２組のペアが各々１名やむを得ぬ理由で出場できなく

なった場合、試合前日まで（当日は不可）に、大会実行委員長に届ければ、

出場可能な２名で新ペアを構成出来る。ドローのどちらの位置で戦うかは抽

選で決める。 

但し、試合進行の妨げにならない場合で、同一種目にエントリーしているもの同

士に限る。 

第２日目の出場者の場合は、第２日目出場同士に限る。 

出場出来なくなったペアで、片方の方が参加される意思があれば大会委員長に 

連絡ください。新ペアを構成出来ることもあります。 

(2) 試合コートが分散しているので、事前に確認し、遅刻のないようにしてください。 

(3) 遅刻の場合は、原則として棄権とします。 

(4) 悪天候時：予選日は，会場レフェリーを置かず，出場者による自主的運営と 
 なるため，天候不順な場合の試合実施の判断は困難と思われますので， 
 小雨の場合にはコ‐トに水が浮いた状態でない限り試合を実施するのを 
 基本方針としますが，判断が困難な場合は大会実行委員長が統一決定しますので， 
会場から下記へ連絡してください。 

  大会期間中・実行委員長・携帯電話 ： ０９０‐２９１９‐２４５０ 

 

(5) 初戦の対戦相手が「BYE」となっている場合でも、その回戦の集合時間を遵守して

ください。 

(6) 試合進行は出場者による自主的運営となります。 

(7) 試合コートでのウォームアップは、サービスのみ両サイド各４本とします。 

迅速な試合進行にご協力ください。 

(8) 勝者は結果をドローに記入してください。 

(9) セットボールは敗者持ち帰りとし、勝者はニューボール持って次の試合に使用し

てください。 
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(10)過去の大会実績によるシード制を採用しています。第２日目から出場する選手も

いますので注意願います。 

(11)ラッキールーザー制は、男子シングルス、男子ダブルス、女子シングルス、 

女子ダブルス、混合ダブルスに適用します。                                           

(12)予選日各会場の勝者は，必ず当日中に，自己責任で該当するブロック（例：

MSA-01）の全試合結果（各試合勝者が記されていれば，対戦スコアは必ずしも
必要ではありません）を大会実行委員長宛にＦＡＸしてください。この報告        

が重要なのは，この報告を基に予備日の予約コ‐トを市へ直ちに返却する義務が

あるからです。万一報告なき場合は当該勝者を失格とします。 

大会実行委員長･田越 : ０４２‐３７８‐０８１９ (ＦＡＸ専用) 

(13)車での乗り入れはご遠慮ください。 

コート周辺への違法駐車は絶対に行わないでください。 

実行委員会では、トラブル等に対する一切の責任は負いかねます。 

違法駐車による呼び出し等で試合の進行の妨げになる場合は、失格とさせてい

ただく場合があります。 

(14) 本大会を運営するために必要と思われる場合には，大会実行委員長の判        

断により，本競技要項の内容を一部変更して実施する場合があります。 
 

8. 日程・会場・集合時刻 

 

予選ラウンド 決勝ラウンド  

団体戦 

 

4/12 4/19 

(予備日) 
 

試合進行は

自主的運営 

P19参照 

4/19 

 

6/7 

(予備日） 

試合進行は

自主的運営 

P25参照 

  ・Ｐ１９以降を参照ください 

 

予選ラウンド 決勝ラウンド  

4/26 5/10 

(予備日) 

試合の運営

方法 

5/10 6/7又は6/14 

(予備日) 

試合の運営

方法 

小柳[東] 小柳[東] 

小柳[西] 小柳[西] 

紅葉丘１ 紅葉１ 
男子ダブルス 

紅葉丘２ 府中の森 

府中の森 小柳 

若松 府中の森 
女子ダブルス 

寿町 府中の森 
府中の森 寿町 

壮年ダブルス 平和の森 平和の森 

会場レフェ

リーを置か

ない為出場

者の中から

ボランティ

アによる 

自主的運営 

 

各ブロック

の試合結果

は勝者が所

定の方法で

報告 

府中の森 小柳 

決勝出場者

の内ドロー

番号が最も

小さい出場

者が原則と

して会場 

レフェリー 

担当 
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予選ラウンド 決勝ラウンド  

 
4/29 5/6 

(予備日) 

試合の 

運営方法 

5/6 6/7又は6/14 

(予備日) 

試合の運営

方法 

小柳[東] 小柳[東] 

小柳[西] 小柳[西] 

若松 若松 
混合ダブルス 

寿町 寿町 

小柳 小柳 

  
 

  
  

壮年 

混合ダブルス 
平和の森 平和の森 

会場レフェ

リーを置か

ない為出場

者の中から

ボランティ

アによる 

自主的運営 
 

各ブロック

の試合結果

は勝者が所

定の方法で

報告 
 

小柳 小柳 

決勝出場者

の内ドロー

番号が最も

小さい出場

者が原則と

して会場 

レフェリー 

担当 

 

 

予選ラウンド 決勝ラウンド  

 
5/24 5/31 

(予備日) 

試合の 

運営方法 

5/31 6/7又は6/14 

(予備日) 

試合の運営

方法 

小柳[東] 小柳[東] 

小柳[西] 小柳[西] 

四谷 四谷 
男子シングルス 

紅葉１ 府中の森 

府中の森 小柳 

若松 府中の森 
女子シングルス 

寿町 府中の森 
府中の森 寿町 

壮年シングルス 平和の森 平和の森 

会場レフェ

リーを置か

ない為出場

者の中から

ボランティ

アによる 

自主的運営 
 

各ブロック

の試合結果

は勝者が所

定の方法で

報告 
 

府中の森 小柳 

決勝出場者

の内ドロー

番号が最も

小さい出場

者が原則と

して会場 

レフェリー 

担当 

 

注 1) 選手集合時刻以前に会場に到着してください。 

 2) 男子ダブルス、小柳コートは東西２面ずつに分割してください。 

 3) 男子シングルス、小柳コートは東西２面ずつに分割してください。 

 4) 混合ダブルス、小柳コートは東西２面ずつに分割してください。 

5) 府中の森コートは6面使用できます。振り分けは当日レフェリーが調整します。 

 6) 各種目、天候不順等による日程変更に伴い参加できなくなった場合、他のコート1カ所でも試合

が行われた場合はエントリフィーの返却はいたしませんのでご了承ください。 

7) 予選日、各ブロックの勝者（未消化の場合は代表者）が全試合結果を当日、委員長宛にＦＡＸ

してください(ＦＡＸ Ｎｏ: ０４２-３７８‐０８１９) 

8) 試合結果が、 万一報告されない場合は当該勝者を失格とします。 

9) 団体戦については２５ページ以降に記載します。
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■男子ダブルス(予備日は一部、府中の森) 
 

 

■女子ダブルス(予備日はすべて府中の森) 

時 刻 若松[府中の森] 寿町[府中の森] 

 9:00 1 ～ 15 30 ～ 43 

12:00 16 ～ 29 44 ～ 58  

 

■壮年ダブルス 

時 刻 平和の森 

 9:00 1 ～ 9 

11：00  10 ～ 18 

 

■混合ダブルス 
 

 

 

 

 

 

■壮年混合ダブルス 

時 刻 平和の森 

 9:00 1 ～ 7 

10:00 8 ～ 14 

 

■男子シングルス(予備日は一部、府中の森) 

時 刻 小柳[東] 小柳[西] 四 谷 紅葉1(府中の森) 

9:00 1 ～ 19 40 ～ 58 78 ～ 96 116 ～ 134 

12:00 20 ～ 39 59 ～ 77 97 ～ 115 135 ～ 153 

 

■女子シングルス(予備日はすべて府中の森) 

時 刻 若松[府中の森] 寿町[府中の森] 

9:00 1 ～ 13 26 ～ 38 

12:00 14 ～ 25 39 ～ 51 

 

 

 

時 刻 小柳（東） 小柳（西） 紅葉丘１ 紅葉2(府中の森) 

9:00 1 ～ 11 24 ～ 34  46 ～ 56 68 ～ 79 

12:00 12 ～ 23 35 ～ 45 57 ～ 67 80 ～ 90 

時 刻 小柳(東) 小柳(西) 若松 寿町 

9:00 1 ～ 9 18 ～ 26   36 ～ 44 54 ～ 61 

12:00 10 ～ 17 27 ～ 35 45 ～ 53 62 ～ 70 
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■壮年シングルス 

時 刻 平和の森 

9:00 1 ～ 7 

10:00 8 ～ 15  

11：00 16 ～ 23 

12：00 24 ～ 30 

 

 

9. 種目別注意事項 

 

（1）男子ダブルス 

・第１日目は、各予選パートの勝者（４回戦）までの予定。 

・第２日目の集合時間は、全員  ＡＭ９：００ 

・ラッキールーザー制を適用する。 

 

（2）女子ダブルス 

・第１日目は、３回戦までの予定。 

・第２日目の集合時間は、全員 ＡＭ９：００ 

・ラッキールーザー制を適用する。 

 

（3）壮年ダブルス 

・第１日目に、３回戦までの予定。 

 ・第２日目の集合時間は、全員 １２：００ 

 

（4）混合ダブルス 

・第１日目は、各予選パートの勝者（４回戦）までの予定。 

・第２日目の集合時間は、全員  ＡＭ９：００ 

・ラッキールーザー制を適用する。 

 

（5）壮年混合ダブルス 

・第１日目に、２回戦までの予定。 

 ・第２日目の集合時間は、全員 １２：００ 

 

(6) 男子シングルス 

・第１日目は、各予選パートの勝者（４回戦）までの予定。 

・第２日目の集合時間は、全員 ＡＭ９：００ 

・ラッキールーザー制を適用する。 

 

（7）女子シングルス 

・第１日目は、各予選パートの勝者（４回戦）までの予定。 
・第２日目の集合時間は、全員 ＡＭ９：００ 
・ラッキールーザー制を適用する。 

 

（8）壮年シングルス 

・第１日目は、３回戦までの予定。 

・第２日目の集合時間は、全員 １２：００。 
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ラッキールーザー制対象種目での注意 

第２日目出場の方は、ドロー（シード以外）及びラッキールーザーの抽選をＡＭ９：００より 

行いますので集合時間を厳守してください。 

抽選開始後に受付をされても、原則として棄権と致します。 

 

10. 大会運営の協力のお願い 

本大会は参加者全員で運営されてはじめて成り立ちます。 

  次の内容についてご協力お願い致します 

 

(1) 予選日は会場レフェリーを置きませんので、出場者による自主的運営、試合進行及び結果

報告（勝者）をお願い致します 

（2）試合開始前の会場の準備・コート整備等は、参加者全員で協力して行ってください。 

（3）運営方法への意見・クレーム等は、団体代表を通じて理事会に提言をして下さい。 

 

 
 
 



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 男子シングルス （Ａ）ブロック
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1. 河本 倫 （ＣＨＺ）

2. 山本 一徳 （ダーク）

3. 坂下 克宏 （FYTC）

4. 風間 健児 （ＭＦＰＯ）

5. 浅原 一博 （C.C.P）

6. 佐々木 啓治 （ＴＴＦ）

7. 安藤 茂 （セレソン）

8. 吉村 昌晃 （すばる）

9. 佐々木 直純 （MTC）

10. 永田 美智夫 （ＫＴＣ）

11. 中村 将裕 （クーガ）

12. 青山 昌弘 （グリーン）

13. 喜多 宏明 （東芝府中）

14. 山本 正己 （MTC）

15. 永島 茂人 （Sunny）

16. 西宮 晋 （とえてに）

17. 川口 貴志 （武蔵台ク）

18. 森 梅太郎 （YNM）

19. 鈴木 広一 （ウルトラ）

20. 久保 善立 （ＡＳＴＩ）

21. 古賀 正章 （MTC）

22. 濱野 豊 （ＭＦＰＯ）

23. 平岩 誠 （はたまん）

24. 小山 英之 （すばる）

25. 渡邉 真志 （むつ）

26. 沖 誠人 （とえてに）

27. 安井 康二 （東芝府中）

28. ＢＹＥ

29. 村松 雅晃 （浅間）

30. 竹下 大輔 （ダーク）

31. ＢＹＥ

32. 長谷川 学 （ＴＴＦ）

33. 安瀬 高志 （セレソン）

34. 佐野 芳則 （ＫＴＣ）

35. 大西 裕一郎 （とえてに）

36. 鐘ヶ江 恵介 （ＳＡＮＳ）

37. 瀬沼 弘文 （センター）

38. 蓮見 慎吾 （ＦＴＣ）

39. 村山 清一 （東芝府中）

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

MSA-01

MSA-02



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 男子シングルス （Ｂ）ブロック
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40. 佐伯 義夫 （ＦＴＣ）

41. 藤本 直人 （ＴＴＦ）

42. 千葉 洋之 （とえてに）

43. 山本 真治 （すばる）

44. 宮川 清人 （むつ）

45. 富永 大祐 （ヴィク）

46. 村上 和也 （東芝府中）

47. 伊藤 卓也 （はたまん）

48. 北野 領 （ＭＦＰＯ）

49. 千原 諭 （クーガ）

50. 小林 優生 （YNM）

51. 宮下 正彦 （セレソン）

52. 本波 勉 （とえてに）

53. 原田 典政 （MTC）

54. 古市 隆弘 （センター）

55. 福山 勝実 （FYTC）

56. 鈴木 信也 （東芝府中）

57. 細田 力 （ダーク）

58. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）

59. 鈴木 勝利 （浅間）

60. 河村 慶一 （ＴＴＦ）

61. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）

62. 森谷 正己 （すばる）

63. 上田 宗 （むつ）

64. 三重野 国人 （タフス）

65. 佐藤 賢一 （ダーク）

66. 中田 徹 （C.C.P）

67. 田村 仁郎 （東芝府中）

68. 亀上 維織 （はたまん）

69. 高橋 優 （Sunny）

70. 新免 芳史 （FYTC）

71. 鮎川 龍也 （MTC）

72. 菅谷 英美 （ひまわり）

73. 掘留 司隆 （武蔵台ク）

74. 桐生 洋輔 （ＳＡＮＳ）

75. 山田 信康 （とえてに）

76. 堀 直史 （セレソン）

77. 児玉 博史 （東芝府中）

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

MSA-03

MSA-04



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 男子シングルス （Ｃ）ブロック

- 9 -

78. 井上 壮太 （センター）

79. 米田 宗和 （YNM）

80. 村田 桂三郎 （ウルトラ）

81. 池田 修一 （ＡＳＴＩ）

82. 松田 覚 （ＣＨＺ）

83. 椋木 誠 （東芝府中）

84. 大林 淳二 （むつ）

85. 木青松 雄樹 （ＭＦＰＯ）

86. 庄野 貴也 （FYTC）

87. 小峰 和人 （浅間）

88. 高橋 昌希 （MTC）

89. 栗山 卓也 （ＫＴＣ）

90. 嶋田 太久也 （はたまん）

91. 千葉 憲一 （すばる）

92. 北村 知宏 （とえてに）

93. 中山 和也 （ＴＴＦ）

94. 三浦 貴之 （セレソン）

95. 津村 文雄 （ダーク）

96. 武田 亮 （東芝府中）

97. 西野 智彦 （浅間）

98. 前川 道生 （セレソン）

99. 伊藤 誉朗 （東芝府中）

100. 猪崎 紀 （ヴィク）

101. 堂本 巌 （センター）

102. 菊池 良 （はたまん）

103. 青木 浩之 （ＭＦＰＯ）

104. 蒲生 伸一 （むつ）

105. ＢＹＥ

106. 最勝寺 俊夫 （C.C.P）

107. 池田 裕弥 （ＫＴＣ）

108. 中松尾 剛 （MTC）

109. 佐藤 匡嗣 （ＳＡＮＳ）

110. 関上 肇 （タフス）

111. 武市 雅至 （Sunny）

112. 麦田 勇気 （武蔵台ク）

113. 坂本 千治 （すばる）

114. 桑原 克明 （クーガ）

115. 藤田 政満 （ＦＴＣ）

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

MSA-05

MSA-06
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116. 安江 崇 （FYTC）

117. 北川 薫 （ＳＡＮＳ）

118. 篠原 高明 （はたまん）

119. 片山 総吉 （東芝府中）

120. 加藤 幸宏 （むつ）

121. 吉留 貴弘 （セレソン）

122. 小林 謙一 （C.C.P）

123. 岡部 史朗 （MTC）

124. 渡辺 勇一 （とえてに）

125. 堀 淳 （東芝府中）

126. ＢＹＥ

127. 露木 敏浩 （ＴＴＦ）

128. 菅原 庸 （Sunny）

129. 大山 裕宣 （とえてに）

130. 菊川 和樹 （SHES）

131. 佐藤 充 （すばる）

132. 渡辺 一雄 （センター）

133. 田中 信弘 （ダーク）

134. 阿澄 幸夫 （浅間）

135. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）

136. 椎原 恭平 （はたまん）

137. 渡邊 齊士 （ＴＴＦ）

138. 横山 隆 （MTC）

139. 袰川 正裕 （ＭＦＰＯ）

140. 米山 賢吾 （浅間）

141. 小川 正伸 （東芝府中）

142. 阿部 雅広 （むつ）

143. 原 慎二 （とえてに）

144. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）

145. 原 雅之 （ダーク）

146. 金子 彰 （すばる）

147. 竹原 昌徳 （セレソン）

148. 古稲 翔 （MTC）

149. 飯田 裕光 （FYTC）

150. 鈴木 守 （ひまわり）

151. 瀧本 和靖 （東芝府中）

152. 大羽 裕之 （YNM）

153. 大森 和彦 （センター）

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

MSA-07

MSA-08
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1. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）
2. 大久保 智代 （ＫＴＣ）
3. 菅原 聖子 （浅間）

4. 大西 加奈子 （とえてに）
5. ＢＹＥ
6. ＢＹＥ
7. 池上 裕美子 （ダーク）
8. 岩浪 弘子 （ＴＴＦ）
9. 嶋田 真由子 （はたまん）

10. 坂井 弘美 （ＡＳＴＩ）
11. 小林 春美 （東芝府中）
12. 友　野 亮　子 （MTC）
13. 村田 京子 （ウルトラ）
14. 松澤 智依 （ＡＳＴＩ）

15. 友松 美江 （ひまわり）
16. 杉本 明希子 （L.C）
17. 開沼 まき子 （C.C.P）

18. 中山 真樹子 （ＴＴＦ）
19. 河内 美代子 （ＫＴＣ）
20. 亀上 真理子 （はたまん）

21. 吉岡 知子 （ＫＴＣ）
22. 佐野　 貴美子 （FYTC）
23. 今野 里美 （とえてに）

24. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）
25. 大木 かおり （東芝府中）
26. 池田 裕香里 （東芝府中）
27. 角川 加奈子 （ＳＡＮＳ）
28. 佐久間 美奈 （はたまん）

29. 片田 洋子 （ひまわり）
30. 伊藤 加奈子 （C.C.P）
31. ＢＹＥ
32. 渡辺 みどり （FYTC）
33. 河原 恵子 （すばる）
34. 松永 直子 （ＫＴＣ）

35. 長谷川 由季子 （ＴＴＦ）
36. 小河原 真理 （ウルトラ）
37. 鈴木 朋美 （ＡＳＴＩ）

38. 斉賀 由紀子 （MTC）
39. 前 美紀 （FYTC）
40. 大山 美穂 （とえてに）
41. 小峰 睦子 （浅間）
42. 横井 麻美 （むつ）

43. 山口 裕子 （ＫＴＣ）
44. 穂積 民子 （東芝府中）
45. 岡部 尚子 （MTC）

46. ＢＹＥ
47. 片野 眞由美 （ＡＳＴＩ）
48. 三好 かずみ （セレソン）

49. 児玉 優子 （はたまん）

50. 上田 紀子 （SHES）
51. 下田 郷子 （東芝府中）

1st. 2nd. 3rd.

WS-01

WS-02

WS-03

WS-04

WS-05

WS-06

WS-07

WS-08



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 壮年シングルス

- 12 -

1. 村田 貴 （ウルトラ）

2. 伊藤 悦敬 （武蔵台ク）

3. 松井 隆昌 （MTC）

4. 奥村 雄介 （ひまわり）

5. 御所 正道 （武蔵台ク）

6. 高田 光博 （むつ）

7. 工藤 賢二 （浅間）

8. 月本　 聖子 （センター）

9. 渡辺 和男 （ＭＦＰＯ）

10. 藤野 敬文 （武蔵台ク）

11. 松澤 誠吾 （すばる）

12. 神谷 武 （ヴィク）

13. 池田 勉 （ＫＴＣ）

14. ＢＹＥ

15. 植竹 竜彦 （東芝府中）

16. 出口 博 （どよう）

17. ＢＹＥ

18. 開沼 聡 （C.C.P）

19. 白鳥 敬志 （ＭＦＰＯ）

20. 林 孝好 （センター）

21. 岸川 幸則 （ヴィク）

22. 穂積 清春 （東芝府中）

23. 石井 勤雄 （MTC）

24. 円谷 英明 （ウルトラ）

25. 本多 彰一 （MTC）

26. 飯塚 民治 （武蔵台ク）

27. 関根 英夫 （車返TC）

28. 早船 秀一 （ＭＦＰＯ）

29. 堤 章治 （武蔵台ク）

30. 山崎 　勝 （ＫＴＣ）

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

優勝
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1. 安江 崇 （FYTC）・久保 善立

2. 原田 典政 （MTC）・古稲 翔

3. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）・栗山 卓也

4. 柳沢 恵樹 （ひまわり）・太田 真輝

5. 北村 知宏 （とえてに）・山田 信康

6. 山本 雅一 （サントリ）・関矢 正己

7. 杉浦 裕樹 （SHES）・油谷 誠

8. 泉 清文 （セレソン）・工藤 隆志

9. 松田 覚 （ＣＨＺ）・中上 高史

10. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・池田 修一

11. 松澤 誠吾 （すばる）・小黒 一裕

12. 円谷 英明 （ウルトラ）・小河原 政信

13. 上村 建二 （クーガ）・宗像 正美

14. 細川 和洋 （とえてに）・渡辺 勇一

15. 吉川 俊司 （むつ）・宮川 清人

16. ＢＹＥ
17. 掘留 司隆 （武蔵台ク）・斉藤 英彰

18. 濱野 豊 （ＭＦＰＯ）・原田 慎太郎

19. ＢＹＥ
20. 久保寺 眞司 （サタデ）・友安 恭介

21. 伊藤 邦男 （C.C.P）・中田 徹

22. 竹下 大輔 （ダーク）・宮島 俊光

23. 村山 清一 （東芝府中）・荒井 秀之

24. 松本 健一 （ＳＡＮＳ）・加藤 豊

25. 三浦 貴之 （セレソン）・崔 泰和

26. 三重野 国人 （タフス）・関上 肇

27. 風間 健児 （ＭＦＰＯ）・北野 領

28. 上村 直史 （とえてに）・瀬戸口 良太

29. 坂下 克宏 （FYTC）・飯田 裕光

30. 村上 和也 （東芝府中）・瀧本 和靖

31. 池田 勉 （ＫＴＣ）・池田 裕弥

32. 嶋田 太久也 （はたまん）・小池 純

33. 塩田 茂雅 （すばる）・佐藤 充

34. 松本 英興 （ひまわり）・東松 潔

35. 小沢 稔 （MTC）・高橋 昌希

36. 藤枝 智幸 （クーガ）・曾根崎 聡

37. 原 雅之 （ダーク）・津村 文雄

38. 米山 賢吾 （浅間）・村松 雅晃

39. 青木 浩之 （ＭＦＰＯ）・水嶋 暢

40. 渡邊 齊士 （ＴＴＦ）・日比谷 康

41. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・伊藤 正孝

42. 大西 裕一郎 （とえてに）・千葉 洋之

43. 菊川 和樹 （SHES）・村井 真也

44. 月舘 欽聖 （C.C.P）・小林 謙一

45. 石川 学 （ヴィク）・伊藤 周平

1st. 2nd. 3rd. 4th.

MDA-01

MDA-02

MDA-03

MDA-04
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46. 新免 芳史 （FYTC）・福山 勝実

47. 浅原 一博 （C.C.P）・芳司 博

48. 林 太郎 （SHES）・池山 勉

49. 平野 芳樹 （ＣＨＺ）・大泉 武司

50. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・田村 欣也

51. 安瀬 高志 （セレソン）・中嶋 宏之

52. 菊池 良 （はたまん）・篠原 高明

53. 温崎 茂盛 （東芝府中）・鈴木 信也

54. 蓮見 慎吾 （ＦＴＣ）・斉藤 隆行

55. 宮坂 聡 （浅間）・辻村 有佑

56. 古賀 正章 （MTC）・笹尾 祥士

57. 橋本 淳 （はたまん）・鳥居 隆明

58. 千原 諭 （クーガ）・中村 将裕

59. 大井 常義 （Sunny）・菅原 庸

60. 本波 勉 （とえてに）・佐藤 毅

61. 田中 信弘 （ダーク）・佐藤 賢一

62. 河内 勇 （ＫＴＣ）・真壁 雅芳

63. 蒲生 伸一 （むつ）・上田 宗

64. 田辺 佳正 （武蔵台ク）・塩ノ谷 定光

65. 小山 英之 （すばる）・吉村 昌晃

66. 堀 直史 （セレソン）・安藤 茂

67. 梶岡 秀規 （ヴィク）・猪崎 紀

68. 小田 龍史 （ヴィク）・富永 大祐

69. 鈴木 広一 （ウルトラ）・金子 信久

70. 鈴木 勝利 （浅間）・加藤 剛

71. 花岡 伸太 （C.C.P）・最勝寺 俊夫

72. ＢＹＥ
73. 鎌田 康洋 （FYTC）・田沼 敏明

74. 吉留 貴弘 （セレソン）・三宅 治

75. ＢＹＥ
76. 鈴木 守 （ひまわり）・橘田 倫彰

77. 木青松 雄樹 （ＭＦＰＯ）・岡田 栄一

78. 椎原 恭平 （はたまん）・平岩 誠

79. 筒田 淳志 （とえてに）・大山 裕宣

80. 永島 鉄平 （ダーク）・尾形 浩平

81. 井上 澄夫 （クーガ）・中村 直樹

82. 松井 隆昌 （MTC）・佐々木 直純

83. 森 梅太郎 （YNM）・川越 泰章

84. 武井 恒 （ＭＦＰＯ）・旭 匤久

85. 伊藤 誉朗 （東芝府中）・吉武 史比呂

86. 原 慎二 （とえてに）・沖 誠人

87. 瀬沼 弘文 （センター）・渡辺 一雄

88. 亀上 維織 （はたまん）・長瀬 英明

89. 山本 真治 （すばる）・千葉 憲一

90. 吉田 浩太郎 （ＡＳＴＩ）・坂井 篤

1st. 2nd. 3rd. 4th.

MDA-05

MDA-06

MDA-07

MDA-08
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1. 長崎 慶子 （L.C）・三橋 映子
2. 大木 かおり （東芝府中）・池田 裕香里
3. 信太 理佳 （YNM）・河内 美代子
4. 及川 まさよ （ＴＴＦ）・山岸 文香
5. 相原 薫 （浅間）・柳原 文
6. 早川 恭代 （ＡＳＴＩ）・坂井 弘美
7. 田村 豊美 （センター）・村田 珠美
8. 海老沢 芙美子 （L.C）・岡部 尚子
9. ＢＹＥ
10. 嶋田 真由子 （はたまん）・亀上 真理子
11. 丸山 雅恵 （むつ）・本村 真理子
12. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）・大竹 和枝
13. 開沼 まき子 （C.C.P）・羽鳥 ひろみ
14. ＢＹＥ
15. 円谷 結子 （ウルトラ）・前 美紀
16. 川上 真帆子 （ウルトラ）・長谷川 弘子
17. 三好 かずみ （セレソン）・木戸 智美
18. 河井 良子 （L.C）・河井 彩子
19. 渡辺 みどり （FYTC）・野島 佐知子
20. 佐久間 美奈 （はたまん）・大原 香苗
21. 土井 里知子 （浅間）・阿澄 園子
22. 大久保 智代 （ＫＴＣ）・池上 裕美子
23. 片野 眞由美 （ＡＳＴＩ）・林 佐和子
24. 北川 恵美 （ＳＡＮＳ）・角川 加奈子
25. 江間 裕美 （ウルトラ）・村田 綾子
26. 大西 加奈子 （とえてに）・吉野 峰子
27. 中山 真樹子 （ＴＴＦ）・長谷川 由季子
28. 東海林 美紀 （むつ）・鈴木 浩美
29. 杉本 明希子 （L.C）・一村 由美子
30. 松澤 智依 （ＡＳＴＩ）・吉田 智子
31. 岩浪 弘子 （ＴＴＦ）・高橋 恵美
32. 鎌田 佐登子 （L.C）・佐々木 まゆみ
33. 横川 理恵 （とえてに）・今野 里美
34. 桑原 育子 （クーガ）・和田 和子
35. 関 久美子 （ひまわり）・友松 美江
36. 池中 晴美 （ウルトラ）・河野 悦子
37. 仲川 桜子 （浅間）・藤田 聡子
38. 山本 恵美子 （むつ）・石垣 由美子
39. 町田 智恵 （ＣＨＺ）・池松 直美
40. 鮎川 詩子 （MTC）・友　野 亮　子
41. 児玉 優子 （はたまん）・椎原 有子
42. 宇佐美 久美子 （武蔵台ク）・河原 恵子
43. 藤田 順子 （FYTC）・福山 葉子
44. 柴田 香織 （ＡＳＴＩ）・下田 郷子
45. ＢＹＥ
46. 山本 恵世 （L.C）・伊藤 裕子
47. 伊藤 加奈子 （C.C.P）・原口 千香子
48. 村田 京子 （ウルトラ）・金子 亜矢
49. 吉岡 知子 （ＫＴＣ）・山口 裕子
50. ＢＹＥ
51. 月本　 聖子 （センター）・横井 麻美
52. 松本 千枝 （ＳＡＮＳ）・和泉 なほみ
53. 真壁 孝子 （東芝府中）・小林 春美
54. 羽毛田 美智子 （ウルトラ）・鵜飼 久美子
55. 菅原 聖子 （浅間）・川部 ひとみ
56. 原 美恵子 （ＣＨＺ）・下川 美智恵
57. 飯田 寿美子 （サタデ）・守屋 佳代子
58. 斉藤 慈子 （L.C）・斉藤 園子

1st. 2nd. 3rd.

WDA-01

WDA-02

WDA-03

WDA-04

WDA-05

WDA-06

WDA-07

WDA-08



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 壮年ダブルス

- 16 -

1. 花岡 武 （MTC）・石井 勤雄

2. ＢＹＥ

3. 高井 舒永 （ＦＴＣ）・高瀬 　清

4. 勝田 庄二 （車返TC）・宮原 富士夫

5. 村上 俊一 （ＣＨＺ）・鹿島 伸明

6. 中澤 寿 （ひまわり）・奥村 雄介

7. 渡辺 和男 （ＭＦＰＯ）・西田 恭介

8. 白鳥 義治 （C.C.P）・開沼 聡

9. 河野 吉彦 （ウルトラ）・村田 貴

10. 山崎 　勝 （ＫＴＣ）・遠藤 和美

11. 塩野 啓二 （ＭＦＰＯ）・早船 秀一

12. 関根 英夫 （車返TC）・田中 文夫

13. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）・高田 重也

14. 田島 薫 （MTC）・本多 彰一

15. 高田 光博 （むつ）・小野 茂

16. 工藤 賢二 （浅間）・坂本 正

17. ＢＹＥ

18. 出口 博 （どよう）・高橋 正明

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 壮年混合ダブルス

- 17 -

1. 斉藤 慈子 （L.C）・渡辺 明

2. 吉本 茂 （すばる）・門西 英子

3. 宮本 洋一 （ＫＴＣ）・川部 ひとみ

4. 河野 吉彦 （ウルトラ）・鵜飼 久美子

5. 工藤 賢二 （浅間）・工藤 広子

6. ＢＹＥ

7. 久保寺 眞司 （サタデ）・久保寺 葉子

8. 山崎 　勝 （ＫＴＣ）・山本 静子

9. ＢＹＥ

10. 上村 建二 （クーガ）・上村 朋子

11. 松澤 誠吾 （すばる）・大庭 恵利子

12. 神谷 武 （ヴィク）・広原 新子

13. 花岡 武 （MTC）・古稲 美之

14. 村田 貴 （ウルトラ）・村田 綾子

1st. 2nd. 3rd. 4th.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 混合ダブルス （Ａ）ブロック
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1. 高地 しおり （L.C）・佐藤 敏行

2. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）・宮本 範子

3. 加藤 剛 （ウルトラ）・川上 真帆子

4. 小沢 稔 （MTC）・鮎川 詩子

5. 大泉 武司 （ＣＨＺ）・堀江 美智代

6. 鈴木 守 （ひまわり）・鈴木 幹子

7. 児玉 博史 （東芝府中）・柴田 香織

8. 田沼 敏明 （FYTC）・前 美紀

9. 大山 裕宣 （とえてに）・大山 美穂

10. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・藤田 聡子

11. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・鈴木 朋美

12. 北村 知宏 （とえてに）・林田 恭子

13. 菊池 良 （はたまん）・亀上 真理子

14. 森 梅太郎 （YNM）・今井 裕美

15. 中澤 寿 （ひまわり）・佐伯 峰子

16. 伊藤 誉朗 （東芝府中）・小林 春美

17. Stuart Lee （FYTC）・野島 佐知子

18. 安江 崇 （FYTC）・海老沢 芙美子

19. ＢＹＥ

20. 橋本 淳 （はたまん）・嶋田 真由子

21. 米田 宗和 （YNM）・信太 理佳

22. 小河原 政信 （ウルトラ）・小河原 真理

23. 大塚 喜隆 （ＣＨＺ）・大塚 かおり

24. 井田 峰男 （ＴＴＦ）・松尾 玲子

25. 蒲生 伸一 （むつ）・山本 恵美子

26. 山口 裕子 （ＫＴＣ）・山口 雅彦

27. 村山 清一 （東芝府中）・大木 かおり

28. 坂下 克宏 （FYTC）・佐野　 貴美子

29. 千葉 洋之 （とえてに）・関根 和

30. 片田 洋子 （ひまわり）・片田 旬紀

31. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・村田 京子

32. 濱野 豊 （ＭＦＰＯ）・濱野 由美子

33. 菅原 聖子 （浅間）・佐野 芳則

34. ＢＹＥ

35. 菊川 和樹 （SHES）・上田 紀子

1st. 2nd. 3rd. 4th.

MIX-01

MIX-02

MIX-03

MIX-04



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 混合ダブルス （Ｂ）ブロック

- 19 -

36. 山岸 正 （FYTC）・福山 葉子

37. ＢＹＥ

38. 森 英知 （ＡＳＴＩ）・森 正子

39. 丸山 雅恵 （むつ）・若松 謙一

40. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）・吉岡 知子

41. 柏木 勲 （ＣＨＺ）・池松 直美

42. 小峰 和人 （浅間）・小峰 睦子

43. 上村 直史 （とえてに）・横川 理恵

44. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・羽毛田 美智子

45. 円谷 英明 （ウルトラ）・円谷 結子

46. 山本 真治 （すばる）・河原 恵子

47. 荒川 豊 （フラッグ）・高橋 圭子

48. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・坂井 弘美

49. 佐久間 美奈 （はたまん）・篠原 高明

50. 中山 和也 （ＴＴＦ）・中山 真樹子

51. 大羽 裕之 （YNM）・平岡 真佐子

52. ＢＹＥ

53. 吉田 智子 （東芝府中）・大窪 康史

54. 池田 修一 （ＡＳＴＩ）・松澤 智依

55. 大西 裕一郎 （とえてに）・大西 加奈子

56. 椎原 恭平 （はたまん）・椎原 有子

57. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）・吉田 敬子

58. 伊藤 加奈子 （C.C.P）・白鳥 義治

59. 佐々木 啓治 （ＴＴＦ）・藤岡 梢

60. 平野 芳樹 （ＣＨＺ）・原 美恵子

61. 木村 理恵子 （ひまわり）・菅谷 英美

62. 穂積 民子 （東芝府中）・小川 正伸

63. 原 慎二 （とえてに）・吉野 峰子

64. 永田 美智夫 （ＫＴＣ）・松永 直子

65. 片野 眞由美 （ＡＳＴＩ）・吉田 浩太郎

66. 鈴木 広一 （ウルトラ）・長谷川 弘子

67. 村上 俊一 （ＣＨＺ）・大竹 和枝

68. 太田 重臣 （Sunny）・山内 祐子

69. 松本 英興 （ひまわり）・山田 千栄子

70. 秋田 顕治 （ＦＴＣ）・秋田 しほ

1st. 2nd. 3rd. 4th.

MIX-05

MIX-06

MIX-07

MIX-08



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 男子シングルス (第二日)
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1. 田村 茂 （センター）

2. （        ）

3. （        ）

4. 吉田 　徹 （東芝府中）

5. 桜井 宏 （ＦＴＣ）

6. （        ）

7. （        ）

8. 小林 立彦 （浅間）

9. 山岸 正 （FYTC）

10. （        ）

11. （        ）

12. 荒井 秀之 （東芝府中）

13. 角川 英樹 （ＳＡＮＳ）

14. （        ）

15. （        ）

16. 柳原 敏信 （ウルトラ）

注.予選勝者（ラッキールーザー含む）の組合せ位置は、当日抽選により決定します。

1st. 2nd. 3rd. 4th.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 女子シングルス (第二日)
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1. WS-01 （        ）

2. WS-02 （        ）

3. WS-03 （        ）

4. WS-04 （        ）

5. WS-05 （        ）

6. WS-06 （        ）

7. WS-07 （        ）

8. WS-08 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 男子ダブルス (第二日)
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1. 吉田 　徹 （東芝府中）・大窪 康史

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 西野 智彦 （浅間）・笹岡 浩明

5. 河本 倫 （ＣＨＺ）・下村 英雄

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 小山 浩司 （ＳＡＮＳ）・柳原 敏信

9. 阿澄 幸夫 （浅間）・小林 立彦

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 安井 康二 （東芝府中）・佐藤 匡嗣

13. 桜井 宏 （ＦＴＣ）・城所 信行

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 角川 英樹 （ＳＡＮＳ）・Stuart Lee

注.予選勝者（ラッキールーザー含む）の組合せ位置は、当日抽選により決定します。

1st. 2nd. 3rd. 4th.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 女子ダブルス (第二日)
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1. WDA-01 ・ （        ）

2. WDA-02 ・ （        ）

3. WDA-03 ・ （        ）

4. WDA-04 ・ （        ）

5. WDA-05 ・ （        ）

6. WDA-06 ・ （        ）

7. WDA-07 ・ （        ）

8. WDA-08 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第114回 府中市庭球大会(春季大会) 混合ダブルス (第二日)

- 24 -

1. 吉田 　徹 （東芝府中）・村田 珠美

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 阿澄 幸夫 （浅間）・阿澄 園子

5. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・伊藤 周平

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 荒井 秀之 （東芝府中）・酒井 麻有果

9. 柳原 敏信 （ウルトラ）・柳原 文

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 安井 康二 （東芝府中）・下田 郷子

13. 西野 智彦 （浅間）・仲川 桜子

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 角川 英樹 （ＳＡＮＳ）・宮坂 みさ

注.予選勝者（ラッキールーザー含む）の組合せ位置は、当日抽選により決定します。

1st. 2nd. 3rd. 4th.

優勝



 
－ 25 － 

 

■第１１４回府中市庭球大会（春季大会）  団体戦 

（１）予選日：４月１２日（予備日：１９日） 
【予選日会場・ドロー】 

下表の場所に集合時間までにお集まりください。予備日は雨天や消化状況により変更になることがあります。 

事前棄権があったとき、ドローを移動することがあります。 

【予選日形式】 

５ダブルス（制限なしダブルス：３ペア、女子ダブルス：１ペア、壮年またはミックス：１ペア）1セット６‐６タイブレーク。

リーグ 1位のみ決勝日へ進出。勝敗同数のときは、総勝ち試合数で決定。同数のときは、総勝ちゲーム数で決定。同数のときは、

代表者によるじゃんけんで決定。３チームによるリーグ戦のとき、デュース有、勝負がついても５試合すべて行う。４チームに

よるリーグ戦のとき、ノーアドバンテージ、第二対戦以降は勝負が決した時点で終了。 

結果報告に指定された団体は、試合終了後、田越宛 電話か FAXで当日中に報告してください。 

TEL ０９０‐２９１９‐２４５０   FAX  ０４２‐３７８‐０８１９ 

メンバー表の記入された用紙は全試合分整理し、決勝日進出チームにお渡しください。決勝日進出チームは必ず決勝日にコート

レフリーに渡してください。 

【予選日が雨で予選予備日を使用するとき】 

一部コートは府中の森となります（対戦表を参照）。予選予備日（１２日）は多摩川清掃となるため、小柳東西が使用できません。

この４面を府中の森にあてています。 

 

 

団体戦Ａ種目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 リーグ 会場 予備日 チーム名 代表者 集合 結果報告 

1 平和の森 府中の森 浅間 A 西野智彦 ９時   

  平和の森 府中の森 はたまん 嶋田太久也 ９時   

  平和の森 府中の森 Sunny 青木ひとみ １１時 ＊ 

2 寿町 府中の森 ASTI 三浦泰一 ９時   

  寿町 府中の森 SHES 宮崎浩一 ９時   

  寿町 府中の森 ウルトラセブン 円谷英明 １１時 ＊ 

3 西府 府中の森 FYTC 栗原直樹 ９時   

  西府 府中の森 MTC 小沢稔 ９時   

  西府 府中の森 ダーク 池本 晃 １１時 ＊ 



 
－ 26 － 

 

 
団体戦Ｂ種目 
 リーグ 会場 予備日 チーム名 代表者 集合 結果報告 

1 小柳東 小柳東 どよう クラブ 出口 博 １１時   

  小柳東 小柳東 平成 TC 神沢浩一 １１時   

  小柳東 小柳東 よくのんでまなぶ T 森 梅太郎 １２時 ＊ 

2 小柳西 小柳西 チャリーズ 村上俊一 １１時   

  小柳西 小柳西 東芝府中 伊藤 誉朗 １１時   

  小柳西 小柳西 ＫＴＣモーニング 戸田 桂子 １２時 ＊ 

3 若松 若松 C.C.P 伊藤加奈子 ９時   

  若松 若松 スバル 松澤 誠吾 ９時   

  若松 若松 ウルトラマン 村田 桂三郎 １１時 ＊ 

4 紅葉１ 紅葉１ とえてに B 大西加奈子 ９時   

  紅葉１ 紅葉１ 武蔵台ク 奥村 伸一 ９時   

  紅葉１ 紅葉１ LC 斎藤 慈子 １１時  

 紅葉１ 紅葉１ ひまわり７ 片田旬紀 １１時 ＊  

5 紅葉２ 紅葉２ ＴＴＦ 中山和也 ９時   

  紅葉２ 紅葉２ 車返 勝田 庄二 ９時  

  紅葉２ 紅葉２ ＫＴＣアーリー 山崎 勝 １１時 ＊  

   6 日新１ 日新１ ブルーフラッグ 荒川 豊 ９時  

 日新１ 日新１ むつごろう 丸山 雅恵 ９時   

  日新１ 日新１ センターズ B 古市 隆弘 １１時   

  日新１ 日新１ クーガﾞテニスクラブ 和田光一 １１時 ＊ 

7 日新２ 日新２ FTC-B 濱田輝之 ９時   

  日新２ 日新２ サタデー 久保寺 ９時   

  日新２ 日新２ サントリーモルツ 藤倉 春海 １１時 ＊ 

 



 
－ 27 － 

 

 

（２）決勝日：４月１９日（予備日６月７日・６月１４日）  
       

 団体戦Ａ 決勝日     

         

 
ヴィクトリー 

        

       

    
府中の森 

    

 
寿の勝者 

     

 
府中の森 

     

 
平和の勝者 

     

     
府中の森 

  

 
ＦＴＣ‐Ａ 

     

 
府中の森 

     

       

 

西府の勝者 

  
府中の森 

  

          

 
ＳＡＮＳ‐Ｚ 

     

       

 団体戦Ｂ 決勝日     

        

 
とえてにＡ 

   

     

 

平和の森 

     

 
小柳東の勝者 

       

 
平和の森 

     

 
紅葉２の勝者 

  
平和の森 

    

         

 
若松の勝者 

      

 
寿町 

     

 
紅葉１の勝者 

       

     
府中の森 

  

       

 
日新１の勝者 

    

 
紅葉１ 

      

 
小柳西の勝者 

       

    
紅葉１ 

   

 
日新２の勝者 

     

 
紅葉２ 

    

 
ＦＹファン 

     

       



 
－ 28 － 

 

【決勝日会場・ドロー】 

上表の場所に集合時間までにお集まりください。決勝予備日の場合は会場が変わります。決勝予備日の会場は１２日の結果で決

定し、メールにてご連絡さしあげます。 

決勝日は各会場に、９時集合してください。 

【形式（決勝日）】 

各種目トーナメント。３位決定戦は行いません。 

デュース有、勝負がついても５試合すべて行う。 

決勝戦は、ＡＢ共、府中の森で行いますが、団体戦Ａを優先します。（決勝予備日の場合は変わります） 

コートが開き次第団体戦Ｂの試合を開始してください。（決勝予備日の場合は変わります） 

【交流戦（コンソレ）】 

会場の移動が伴いますが、初戦敗退チームは、コンソレーションが可能です。 

終了時間等によりどの会場が適当か判断しますので、電話にて相談ください。 

 
（３）注意事項  

・ ボールは持ち寄りです。1 チームにつき５缶ご用意ください。ブリジストンＸＴ８もしくはダンロップＦＯＲＴが指定され

ています。予選日のセットボールはお持ち帰りください。決勝進出チームは決勝日にさらに５缶持ち寄りください。こちら

は従来通り、勝ち残りがＮＥＷ缶をもらいうけます。決勝日コンソレはセットボールでお願いします。 

・ 人員構成は当日申請（対戦時交換）となりますが、一度出場した人はそのチーム以外で出場はできません。すべて連盟会員

のみです。（連盟会員であれば市内市外は問いません） 

・ 1 会場は２面８時間。通常、２４セット以上できます。３チームリーグの場合、試合は１５セットですので、あまった時間

は交流にご使用ください。 

・ 棄権は必ず事前にお知らせください。集合時間等の変更の必要があります。 

・ 本団体戦はコートレフリーのいらない試合を目指しています。コートでの問題等は、全員で協力し解決してください。庭球

連盟会員同志であることを信頼しましょう。 

・ 雨天等により会場・形式に変更があった場合は登録いただいたメールにてお知らせさせていただきます。メールが

読めないときは、田越（０９０‐２９１９‐２４５０）までお問い合わせください。変更があっても、こちらから

連絡さしあげることはありません。ご質問は、info@fuchu-tennis.ath.cxまで。 

 
・ 試合当日の連絡先  
    春季大会実行委員長  田越  信行 携帯 No : ０９０‐２９１９‐２４５０） 
   決勝日 コートレフェリー 団体Ａ ヴィック  神谷  
                団体Ｂ 自主的運営     
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春季大会歴代試合成績

(凡例 ##)大会番号①優勝②準優勝③第３位)

① ② ③

‐ 男子シングルス ‐

3) 数乗恒明 NEC 近藤好久 NEC 府川直弘 東芝

6) 数乗恒明 NEC 宮村宏 航自 近藤好久 NEC

9) 近藤好久 NEC 奥保正 NEC 宮村宏 航自

12) 木村 航自 近藤好久 NEC 串田 NEVA

15) 数乗恒明 NEC 串田 NEVA 近藤好久 NEC

18) 数乗恒明 NEC 近藤好久 NEC 串田 NEVA

21) 斉藤繁広 NEC 木村 航自 寺尾克司 FTC

24) 数乗恒明 NEC 斉藤繁広 NEC 府川直弘 東芝

27) 木甲斐節生 東芝 矢野稔 NEC 弦巻信夫 航自

30)

33) 横山敬治 FTC 楠孝博 個人 弦巻信夫 航自

36) 横山敬治 FTC 弦巻信夫 航自 斉藤繁広 NEC

39) 斉藤繁広 NEC 古城門晋 ｱﾈﾙﾊﾞ 高田修 NTC

42) 伊村祐司 NTC 弦巻信夫 航自 植竹龍彦 東芝

45) 弦巻信夫 航自 鈴木洋 NTC 室谷健 ﾄﾞﾖｳ

48) 小田切道人 航自 室谷健 ﾄﾞﾖｳ 倉林正治 東芝

51) 小田切道人 航自 前田博之 NTC 室谷健 ﾄﾞﾖｳ

54) 山口大輔 NEC 石井勤雄 SANS 植竹龍彦 東芝 高橋敏彦 東芝

57) 岡野公浩 ｾﾝﾀｰ 亀井信之 NTC 堀井秀夫 ﾄﾞﾖｳ 高橋敏彦 東芝

60) 岡野公浩 ｾﾝﾀｰ 石田隆 NEC 山口大輔 NEC 高橋敏彦 東芝

63) 石田隆 NEC 大山純之 ﾄﾞﾖｳ 奥山直哉 FTC 小山田正則 ｾﾝﾀｰ

66) 石田隆 NEC 古城門晋 ｱﾈﾙﾊﾞ 吉田徹 東芝 市丸正信 東芝

69) 奥山直哉 FTC 三枝謙郎 NEC 古城門晋 ｱﾈﾙﾊﾞ 桜井博臣 FTC

72) 奥山直哉 FTC 市丸正信 東芝 日野裕一郎 NTC 三枝謙郎 NEC

75) 前田端晴 NTC 桜井博臣 FTC 奥山直哉 FTC 市丸正信 東芝

78) 前田端晴 NTC 三枝謙郎 NEC 奥山直哉 FTC 桜井博臣 FTC

81) 奥山直哉 FTC 工藤玲 FTC 山田幸治 空自 津田幸裕 車返

84) 石垣寛典 浅間 工藤玲 FTC 柴垣真果 ｱﾈﾙﾊﾞ 栗原雅之 ｲﾝﾄﾗ

87) 大山純之 どよう 桜井博臣 FTC 桜井隆臣 FTC 小林立彦 ﾜﾝﾓｱ

90) 大山純之 どよう 尾作達也 NEC 武市雅至 FTC 進藤隆一 東芝ｴﾝ

93) 大森和彦 ｾﾝﾀｰ 武市雅至 SANS 三枝謙郎 FTC 吉田徹 東芝

96) 古城門晋 ｱﾈﾙﾊﾞ 大森和彦 ｾﾝﾀｰ 三枝謙郎 FTC 荒井秀行 東芝

99) 田村茂 ｾﾝﾀｰ 大森和彦 ｾﾝﾀｰ 荒井秀之 東芝 小林立彦 浅間

102) 田村茂 ｾﾝﾀｰ 大森和彦 ｾﾝﾀｰ StuartLee FYTC 角川英樹 ｱﾈﾙﾊﾞ

105) 荒井秀行 東芝 山岸正 FYTC 小林立彦 浅間 松本豊幸 ｳﾞｨｸ

108) 田村茂 ｾﾝﾀｰ 山岸正 FYTC 柳原敏信 ｳﾙﾄﾗ 河本　倫 ＣＨＺ

111) 柳原敏信 ｳﾙﾄﾗ 小林立彦 浅間 田村茂 ｾﾝﾀｰ 山岸正 FYTC
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‐ 男子ダブルス ‐

3) 数乗･奥 NEC 宮村･佐々 航自 近藤･小西 NEC

6) 近藤･松浦 NEC 数乗･奥 NEC 関川･大喜多 NEC

9) 数乗･近藤 NEC ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾋﾟｰﾀｰ 個人 木村･佐々木 航自

12) 宮本･府川 東芝 近藤･大喜多 NEC 串田･村田 NEVA

15) 数乗･村井 NEC 近藤･中田 NEC 串田･村田 NEVA

18) 宮本･府川 東芝 数乗･村井 NEC 近藤･大喜多 NEC

21) 数乗･村井 NEC 近藤･大喜多 NEC 田代･高井 個人

24) 木甲斐･大橋 東芝 佐山･小迫 東芝 府川･中村 東芝

27) 斉藤･藤井 NEC 堀･丸野 個人 府川･宮本 東芝

30)

33) 植竹･宮本 東芝 塩野･早船 北南建 斉藤･藤井 NEC

36) 佐山･木甲斐 東芝 横山･花田 FTC 弦巻･大田垣 航自

39) 植竹･佐山 東芝 古城門･柴垣 ｱﾈﾙﾊﾞ 津田･青木 車返

42) 津田･大久保 車返 弦巻･山田 航自 大塚･浜崎 ﾄﾞﾖｳ

45) 柴垣･古城門 ｱﾈﾙﾊﾞ 坂本･古谷 ﾄｯﾌﾟ 高井･田代 FTC

48) 矢ｹ崎･広田 車返 津田･大塚 車返 蓮見･蓮見 FTC

51) 植竹･木甲斐 東芝 秋山･影山 東芝 早船･塩野 ｻﾝ

54) 植竹･木甲斐 東芝 大森･茂木 ｾﾝﾀｰ 岡野･石見 ｾﾝﾀｰ 佐山･福田 東芝

57) 西本･藤岡 木曜倶 渡辺･亀井 NTC 佐々木･山口 NEC 塚本･本田 NEC

60) 石田･石田 NEC 石井･芳賀 SANS 太田･鈴木 空自 鈴木･加藤 ｱﾈﾙﾊﾞ

63) 大塚･古城門 ｱﾈﾙﾊﾞ 二ﾂ柳･奥山 FTC 高田･濱田 FTC 南波･馬場 ﾄｯﾌﾟ

66) 石田･石田 NEC 大塚･古城門 ｱﾈﾙﾊﾞ 太田･鈴木 空自 石井･芳賀 SANS

69) 大塚･古城門 ｱﾈﾙﾊﾞ 二ﾂ柳･奥山 FTC 石井･芳賀 SANS 桜井･平井 FTC

72) 奥山･二ﾂ柳 FTC 太田･鈴木 空自 石井･芳賀 SANS 桜井･平井 FTC

75) 石井･芳賀 SANS 進藤･斉藤 FTC 渡辺･小瀬戸 FTC 神谷･武市 SANS

78) 進藤･肥後 FTC 芳賀･福田 SANS 神谷･武市 SANS 桜井･平井 FTC

81) 芳賀･福田 SANS 桜井･平井 FTC 神谷･武市 SANS 太田･鈴木 空自

84) 芳賀･福田 SANS 高橋･樋口 東芝ｴﾝ 進藤･肥後 FTC 神谷･武市 SANS

87) 進藤･肥後 FTC 二ﾂ柳･奥山 FTC 高橋･樋口 東芝ｴﾝ 桜井博･平井 FTC

90) 進藤･肥後 FTC 市丸･村山 東芝 高橋･樋口 東芝ｴﾝ 芳賀･福田 SANS

93) 神谷･武市 SANS 村山・荒井 東芝 栗原・Lee FY 佐藤・梅村 SANS

96) 本多･田村 ｾﾝﾀｰ 太田･古城門 ｱﾈﾙﾊﾞ 栗原・Lee FY 山崎･近藤 KTC

99) 赤坂・松川 ｾﾝﾀｰ 田村・太田 ｾﾝﾀｰ 栗原・Lee FY 飛田・種池 KTC

102) 赤坂・松川 ｾﾝﾀｰ 栗原・山岸 FYTC 荒井・村山 東芝 安井・岡 東芝

105) Lee・角川 FYTC 長坂・酒井 SANS 荒井・村山 東芝 安井・岡 東芝

108) 松本・戸村 SANS 池田・相川 DARK 川口・佐藤 ASTI 伊藤・橋本 はたまん

111) 吉田・大窪 東芝 桜井･城所 DARK 柳原・角川 SANS 松本・戸村 SANS
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‐ 女子シングルス ‐

2) 安藤純子 NEC 市来房江 FTC 河野和子 ｱｼﾞｱ研

3) 宮下洞模子 個人 松本陽子 個人 市来房江 FTC

9) 石島 FAS 市来房江 FTC 小金井仁美 FTC

12) 今村敦子 FTC 市来房江 FTC 小金井仁美 FTC

15) 沢田百合子 個人 今村敦子 FTC 蓮見光以 FTC

18) 寺田 個人 木村 航自 山県澄香 FTC

21) 寺田 個人 沢田百合子 個人 倉井孝子 個人

24) 山県澄香 FTC 倉井孝子 個人 菊田はるみ ﾄﾞﾖｳ

27) 今村敦子 FTC 倉井孝子 個人 構田光子 航自

30) 今村敦子 FTC

33) 青木三寿寿 車返 今村敦子 FTC 犬飼典子 ﾄﾞﾖｳ

36) 彌寝佳代子 ﾎｰﾌﾟ 長峰かほる 農工大 青木三寿寿 車返

39) 彌寝佳代子 ﾎｰﾌﾟ 浅見久恵 個人 舛野素子 個人

42) 石川桂 NEC 野坂真弓 小柳 斎藤慈子 FTC

45) 石川桂 NEC 加藤和子 ﾅﾃﾞｼｺ 斎藤慈子 FTC

48) 一村由美子 FTC 寺田豊 ｻﾝ 品川由利子 東芝

51) 一村由美子 FTC 寺田豊 ｻﾝ 品川由利子 東芝

54)

57) 一村由美子 FTC 久保直子 東芝 石田恵美 CTC 高地しおり ｾﾝﾀｰ

60) 一村由美子 FTC 斎藤慈子 FTC 越谷妙 ｾﾝﾀｰ 高地しおり ｾﾝﾀｰ

63) 手塚しほ ﾄｯﾌﾟ 大島ひとみ ﾄｯﾌﾟ 一村由美子 FTC 斎藤慈子 FTC

66) 大島ひとみ ﾄｯﾌﾟ 芳賀久美子 SANS 作道いずみ CTC 斎藤慈子 FTC

69) 大島ひとみ ﾄｯﾌﾟ 芳賀久美子 SANS 斎藤慈子 FTC 一村由美子 FTC

72) 小林真佐美 東芝 小瀬戸和代 FTC 森純子 SANS 一村由美子 FTC

75) 藤田聡子 ﾄｯﾌﾟ 大島ひとみ ﾄｯﾌﾟ 一村由美子 FTC 今井優子 ﾎｰﾌﾟ

78) 一村由美子 FTC 芳賀久美子 SANS 森純子 SANS 佐治優子 ｱﾈﾙﾊﾞ

81) 松岡志奈子 SANS 森純子 SANS 斎藤園子 FTC 芳賀久美子 SANS

84) 松岡志奈子 SANS 芳賀久美子 SANS 一村由美子 FTC 斉藤慈子 FTC

87) 若山優香 個人 松岡志奈子 SANS 斉藤園子 FTC 村田珠美 東芝

90) 若山優香 個人 村田珠美 東芝 斉藤園子 FTC 松岡志奈子 SANS

93) 猪岡裕美 FTC 一村由美子 SANS 斉藤慈子 FTC 若山優香 個人

96) 猪岡裕美 FTC 斉藤園子 FTC 村田珠美 東芝 土井里知子 浅間

99) 猪岡裕美 FTC 吉田智子 東芝 宮井恵美 東芝 前志津香 FY

102) 前志津香 FYTC 斉藤園子 FTC 一村由美子 FTC 田所照美 ｾﾝﾀｰ

105) 斉藤園子 FTC 一村由美子 FTC 吉田智子 東芝 山口麻衣 FYTC

108) 伊藤裕子 ＤＡＲＫ 川口こずえ ASTI 松澤智依 FYTC 斎藤慈子 L・C

111) 下田郷子 東芝 一村由美子 SANS 池田裕香里 東芝 大木かおり 東芝
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‐ 女子ダブルス ‐

15) 沢田･今村 FTC 島田･天野 都庁 市来･蓮見 FTC

18) 沢田･山越 個人 今村･寺尾 FTC 中島･星野 ﾕｰｶﾞｰｽ

21) 山県･寺田 FTC 寺尾･長久 FTC 大野･平井 NTC

24) 今村･菊田 FTC 山県･山県 FTC 京極･内山 個人

27) 今村･石原 FTC 国藤･室谷 ﾄﾞﾖｳ 市来･山県 FTC

30) 今村･石原 FTC

33) 倉井･窪田 個人 今村･石原 FTC 青木･室谷 車返

36) 楠･鈴木 個人 倉井･犬飼 HTG 舛野･今泉 個人

39) 今村･浅見 FTC 長峰･村松 NTC 犬飼･舛野 HTG

42) 今村･青木 FTC 犬飼･玉井 HTG 浅見･舛野 小柳

45) 浅見･桝野 小柳 鈴木･長谷 小柳 松尾･金岡 HTG

48) 浅見･桝野 小柳 寺田･瀬島 ｻﾝ 市川･水野 ﾎｰﾌﾟ

51) 平間･水野 ｻﾝ 今村･一村 FTC 品川･石川 東芝

54) 平間･水野 ｻﾝ 市川･犬飼 ﾎｰﾌﾟ 林･鈴木 ｻﾝ 松尾･加藤 HTG

57) 小杉･鈴木 ﾎｰﾌﾟ 林･鈴木 ｻﾝ 市川･斉藤 ﾎｰﾌﾟ 一村･野木 FTC

60) 市川･斉藤 ﾎｰﾌﾟ 山本･百田 ｻｰﾃｨ 安藤･川音 HTG 鈴木･宮川 ｻﾝ

63) 犬飼･斉藤 FTC 宮川･高地 BAB 芳賀･山下 SANS 菊池･金澤 木曜倶

66) 鈴木･大島 ｻﾝ 長田･一村 FTC 宮川･高地 BAB 渡辺･河井 ﾄｯﾌﾟ

69) 長田･一村 FTC 松岡･大高 SANS 芳賀･山下 SANS 渡辺･河井 ﾄｯﾌﾟ

72) 斉藤･一村 FTC 小林･吉田 東芝 大用･高地 木曜倶 鈴木･肥田 ｻﾝ

75) 熊坂･小瀬戸 ﾄｯﾌﾟ 大島･藤田 ﾄｯﾌﾟ 芳賀･山下 SANS 斉藤･一村 FTC

78) 大島･大高 ﾄｯﾌﾟ 鈴木･河井 ｻﾝ 斎藤･一村 FTC 金沢･渡辺 木曜倶

81) 大用･長崎 木曜倶 野瀬田･百田 浅間 小瀬戸･越谷 FTC 大島･大高 ﾄｯﾌﾟ

84) 大島･大高 ﾄｯﾌﾟ 斉藤･一村 FTC 松岡･法月 SANS 小杉･山本 ﾎｰﾌﾟ

87) 斉藤園･若山 FTC 大用･長崎 木曜倶 斉藤慈･一村 FTC 横川･目黒 どよう

90) 斉藤園･若山 FTC 大高･大島 ﾄｯﾌﾟ 大用･長崎 木曜倶 芳賀･山下 SANS

93) 斉藤園･若山 FTC 濱田･猪岡 FTC 海老沢･高地 MTC 斎藤慈･吉田 FTC

96) 大用･長崎 L.C 大熊･青木 Sunny 池上･石山 DARK 斎藤園･松本 FTC

99) 斉藤・松本 FTC 森田・酒井 SANS 吉田・宮井 東芝 月本・円谷 ｾﾝﾀｰ

102) 川上・仲川 ｳﾙﾄﾗ 山口・山口 FYTC 吉田・宮井 東芝 斉藤・高地 L・C

105) 橋本・高梨 ｾﾝﾀｰ 一村・斉藤 SANZ 池中・河野 ｳﾙﾄﾗ 川上・仲川 ｳﾙﾄﾗ

108) 田村・高梨 ｾﾝﾀｰ 松澤・柴田 FYTC 深谷・川口 SANS 池上・榎本 DARK

111) 長崎・三橋 L・C 吉田・斎藤 DARK 一村・平木 SANS 高地・海老沢 L・C
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‐ 壮年ダブルス ‐

96) 石井･野口 SANS 白澤･太田 SANS 関根・村田 車返 久保寺･棚橋 ｻﾀﾃﾞｰ

102) 出口・大山 どよう 石井・野口 SANS 国生・上妻 空自 村田・白鳥 車返

105) 神谷・岸川 ｳﾞｨｸ 村田・白鳥 車返 今井・二ﾂ柳 FTC 松留・春尾 SANS

108) 山崎・遠藤 KTC 神谷・岸川 ヴィク 出口・石井 どよう 二つ柳・今井 小柳南

111) 山崎・遠藤 KTC 出口・高橋 どよう 小沢・石井 MTC 松澤・木村 すばる

‐ 団体戦 ‐

93) センターズ ＦＴＣＡ ＳＡＮＳＡ

96) センターズ ＦＴＣＡ ＳＡＮＳＡ

99) センターズ ＳＡＮＳＡ ＦＹパセリ ＦＴＣＡ

102) FYパセリ センターズ SANS・Z FTC‐A

105) センターズ FYパセリ SANS・Z FTC‐A

108) ヴィクトリー SANS・Z FTC‐A SANS-Ｙ

111) ヴィクトリー SANS・Z FTC‐A




