
 
 
 

第 １１９ 回 府 中 市 庭 球 大 会 
（平成２２年度 冬季大会） 

 
 
 
 
      日 時 ： 平成２２年１２月２５日（土） 午前８時～午後９時 

             平成２２年１２月２６日（日） 午前９時～午後９時 

      会 場 ： 郷土の森総合体育館第１体育室 

      種 目 ： 混 合 ダブルス （１２／２５） 

             男 子 ダブルス （１２／２６） 

 

 

 

 

 

 

          主 催    府 中 市 庭 球 連 盟 

          後 援    府 中 市 教 育 委 員 会 

主 管    府中市庭球連盟冬季大会実行委員会 



大 会 役 員 

  大 会 委 員 長    白 澤  宏 規 

  大 会実行委員長    小 沢    稔 

    〃   副委員長    荒 井  秀 之 

    〃   副委員長    嶋 田 太久也 

  レ フ ェ リ ー    荒 井  秀 之 

  受 付    嶋 田 太久也 

  試 合 進 行    小 沢    稔 

  会 計    小 沢    稔 

 

大 会 要 項 

  １．出場資格  府中市庭球連盟会員 

  ２．競技規則  府中市庭球連盟試合実施規則による。本大会では同規則第８条を採用します。 

  ３．試合形式  １セットマッチ（６ゲームオール時１２ポイントタイブレーク） 

            ※混合ダブルス予選のみノーアド方式で実施します。 

  ４．試 合 球  ダンロップフォート 

  ５．表   彰  各種目の優勝に賞状及び優勝杯、準優勝、第３位に賞状を授与します。 

  ６．審   判  セルフジャッジ 

  ７．集合時間  混合ダブルス  ８：００ 

            男子ダブルス 

 

 

 

            ※ 各団体理事は、出場選手に集合時間をご連絡下さい。 

  ８．注意事項  （１）試合当日のメンバー変更は認められません。 

            （２）練習は、会場内の放送に従い、試合コートの中間で実施しますが、事故防止 

              のため、サーブ及びスマッシュ練習は禁止します。 

            （３）外履き用テニス・シューズは使用を禁止します。例年、他の体育館利用者から 

              のクレームがあるため、必ず履き替えて下さい。 

            （４）ドロー表は、第１体育室中央出入口に掲出します。 

            （５）混合ダブルスで未消化試合が生じた場合は、翌日９時から実施します。 

  ９．そ の 他  混合ダブルス出場者は会場のセットアップを、また、男子ダブルス出場者は会場 
            の後片付けについてご協力下さいますよう、お願い致します。 

４―１５ １６―１８、２０―２４ ２５―３２ １、３３、３５ 

９：００ １０：００ １１：３０ １３：００ 

 



■　第１１９回 府中市庭球大会（冬季大会）　　　　　　混合ダブルス

【予選】

 

・試合方法

(１) 予選はノーアド方式とし、リーグ戦で各グループ内の順位を決定します。

(２) 順位は、①勝ち試合数、②得失ゲーム数差、③直接対決の勝者、④抽選の順で決定します。

【決勝】

14．安井 康二・角川 加奈子（東芝府中）

Ｅグループ

16．千葉 洋之・大貫 路子（とえてに） 18．戸塚 康幸・松永 直子（ウルトラ）

９．一村 由美子・松岡 史敏（ＳＡＮＳ） 11．池田 修一・鈴木 朋美（ＡＳＴＩ）

10．藤田 政満・藤田 聡子（ＦＴＣ） 12．小沢　　稔・塚田 由紀（ＭＴＣ）

Ｄグループ

13．松尾 典明・三浦 早英子（浅間） 15．池田 祐弥・加藤 聖子（ＫＴＣ）

Ｂグループ

５．西野 智彦・仲川 桜子（浅間） ７．伊藤 加奈子・神田 努（C.C.P）

６．北川    薫・北川 恵美 （ＳＡＮＳ） ８．佐野 芳則・川部 ひとみ（ＫＴＣ）

Ｃグループ

Ｂ‐１位

Ａ‐２位

Ｅ‐１位

Ｃ‐１位

Ｄ‐１位

Ａグループ

１．角川 英己・宮坂 みさ（ＳＡＮＳ） ３．伊藤 憲和・桑田 佳恵（ＳＴＣＳ）

２．大山 裕宣・大山 美穂（とえてに） ４．坂井    篤・坂井 弘美（ＡＳＴＩ）

17．石井 勤雄・月本 聖子（ＭＴＣ）

Ｃ‐２位

Ｂ‐２位

Ａ‐１位

優勝



■ 第119回 府中市庭球大会(冬季大会) 男子ダブルス
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歴代入賞者の記録	 

	 

	 凡例	 	 ##）大会番号	 	 ①優	 勝	 	 ②準優勝	 	 ③第３位	 

	 

・男子シングルス	 

	 	 2)	 ①数乗恒明	 	 (NEC)	 	 ②木村１	 	 	 (航自)	 ③小西(NEC)	 /	 近藤(NEC)	 

	 	 5)	 ①数乗恒明	 	 (NEC)	 	 ②松浦利幸	 	 (NEC)	 	 ③吉原(航自)	 /	 近藤(NEC)	 

	 

・女子シングルス	 

	 	 2)	 ①安藤純子	 	 (NEC)	 	 ②市来房枝	 	 (FTC)	 	 ③河野和子	 	 (ｱｼﾞｱ研)	 

	 	 5)	 ①宮下洞模子	 (個人)	 ②安藤純子	 	 (NEC)	 	 ③古賀ひろ子	 (FTC)	 

	 

・男子ダブルス	 

	 	 2)	 ①数乗・奥	 	 (NEC)	 	 ②関川・吉田	 (NEC)	 	 ③近藤・小西	 (NEC)	 	 /	 ③府川・宮本	 (東芝)	 

	 	 5)	 ①数乗・奥	 	 (NEC)	 	 ②近藤・松浦	 (NEC)	 	 ③宮村・吉原	 (航自)	 

	 	 8)	 ①奥・大喜多	 (NEC)	 	 ②数乗・関川	 (NEC)	 	 ③木村・佐々木(航自)	 

	 	 11)	 ①数乗・関川	 (NEC)	 	 ②近藤・大喜多(NEC)	 ③ﾋﾟｰﾀｰ・ﾌﾞﾗｳﾝ(個人)	 

	 	 14)	 ①高橋・吉原	 (航自)	 ②酒井・田中	 (航自)	 ③大野・黒須	 (NEC)	 

	 	 17)	 ①近藤・大喜多(NEC)	 ②数乗・大野	 (NEC)	 	 ③庄司・村井	 (NEC)	 

	 	 20)	 ①松浦・村井	 (NEC)	 	 ②秋山・奥	 	 (NEC)	 	 ③木村・吉田	 (航自)	 /	 ③蓮見・門間	 (FTC)	 

	 	 23)	 ①数乗・村井	 (NEC)	 	 ②湯沢・矢藤	 (NEC)	 	 ③蓮見・大山	 (FTC)	 

	 	 26)	 ①山田・弦巻	 (航自)	 ②関屋・杉本	 (ﾘﾊ)	 	 	 ③田代・高井	 (個人)	 

	 	 29)	 ①佐山・小迫	 (東芝)	 ②大山・久保田(ﾄﾞﾖｳ)	 ③木甲斐・大橋(東芝)	 

	 	 32)	 ①植竹・束田	 (東芝)	 ②数乗・森山	 (NEC)	 	 ③大山・望月	 (ﾄﾞﾖｳ)	 

	 	 38)	 ①前田・伊村	 (NTC)	 	 ②占部・鳥居	 (航自)	 ③迫・塩沢	 	 (航自)	 

	 	 41)	 ①前田・滝沢	 (NTC)	 	 ②古城門・小林(ｱﾈﾙﾊﾞ)③大橋・府川	 (東芝)	 

	 	 44)	 ①大山・大塚	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②山木・目崎	 (NEC)	 	 ③宮崎・杉浦	 (NMTC)	 

	 	 47)	 ①弦巻・山田	 (空自)	 ②大山・大塚	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ③津田・川面	 (車返)	 

	 	 50)	 ①津田・小田切(車返)	 ②弦巻・山田	 (空自)	 ③大山・堀井	 (ﾄﾞﾖｳ)	 

	 	 53)	 ①矢ｹ崎・熊沢(車返)	 ②植竹・木甲斐(東芝)	 ③蓮見・横山	 (FTC)	 	 /	 ③鈴木・渡部	 (空自)	 

	 	 56)	 ①大山・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②山口・佐々木(NEC)	 ③山田・鈴木	 (航自)	 /	 ③本田・作道	 (CTC)	 

	 	 59)	 ①石田・石田	 (NEC)	 	 ②山口・佐々木(NEC)	 ③蓮見・横山	 (FTC)	 	 /	 ③板垣・大木	 (CTC)	 

	 	 62)	 ①石田・石田	 (NEC)	 	 ②室谷・宇津木(ﾄﾞﾖｳ)	 ③太田・鈴木	 (空自)	 /	 ③石井・芳賀	 (SANS)	 

	 	 65)	 ①山田・弦巻	 (空自)	 ②石田・石田	 (NEC)	 	 ③太田・鈴木	 (空自)	 /	 ③石井・芳賀	 (SANS)	 

	 	 68)	 ①古城門・大塚(ｱﾈﾙﾊﾞ)②高橋・	 後	 (東芝ｴﾝ)③石井・芳賀	 (SANS)	 /	 ③鈴木・太田	 (空自)	 

	 	 71)	 ①二ﾂ柳・奥山(FTC)	 	 ②伊口・白田	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ③石井・芳賀	 (SANS)	 /	 ③古城門・大塚(ｱﾈﾙﾊﾞ)	 

	 	 74)	 ①吉田・市丸	 (東芝)	 ②二ﾂ柳・奥山	 (FTC)	 ③三枝・竹内	 (NEC)	 	 /	 ③鈴木・太田	 (空自)	 

	 	 77)	 ①奥山・二ﾂ柳(FTC)	 	 ②向井・西尾	 (ｾﾝﾀｰ)	 ③蓮見・斉藤	 (FTC)	 	 /	 ③神谷・武市	 (SANS)	 

	 	 80)	 ①芳賀・福田	 (SANS)	 ②奥山・二ﾂ柳	 (FTC)	 ③太田・鈴木	 (空自)	 /	 ③山田・大城	 (空自)	 

	 	 83)	 ①二ﾂ柳・奥山(FTC)	 	 ②大島・南波	 (ﾄｯﾌﾟ)	 ③進藤・肥後	 (FTC)	 	 /	 ③古城門・斎藤(ｱﾈﾙﾊﾞ)	 

	 	 86)	 ①奥山・二ﾂ柳(FTC)	 	 ②吉田・土屋	 (東芝)	 ③高橋・	 後	 (東芝ｴﾝ)/	 ③芳賀・福田	 (SANS)	 

	 	 89)	 ①奥山・二ﾂ柳(FTC)	 	 ②芳賀・福田	 (SANS)	 ③石井・松本	 (SANS)	 /	 ③	 岡	 ・安井	 (東芝)	 

	 	 92)	 ①村山・荒井	 (東芝)	 ②山崎・近藤	 (KTC)	 	 ③奥山・二ﾂ柳(FTC)	 	 /	 ③石井・芳賀	 (SANS)	 

	 	 95)	 ①森田・	 東	 (SANS)	 ②栗原・Stuart	 (FY)	 ③村山・荒井	 (東芝)	 /	 ③大島・南波	 (ﾄｯﾌﾟ)	 

	 	 98)	 ①古城門・太田(ｱﾈﾙﾊﾞ)②村山・荒井	 (東芝)	 ③森田・	 東	 (SANS)	 /	 ③栗原・Stuart	 (FY)	 

	 	 101)	 ①荒井・村山	 (東芝)	 ②栗原・山岸	 (FYTC)	 ③橋本・	 杉	 (ｱﾈﾙﾊﾞ)	 /	 ③森田・	 東	 (SANS)	 

	 	 104)	 ①吉田・柳原	 (東芝)	 ②村山・荒井	 (東芝)	 ③遠藤・佐野	 (KTC)	 	 /	 ③栗原・山岸	 (FYTC)	 

	 	 107)	 ①吉田・柳原	 (東芝)	 ②戸村・松本	 (SANS)	 ③佐野・遠藤	 (KTC)	 	 /	 ③栗原・山岸	 (FYTC)	 

	 	 110)	 ①吉田・大窪	 (東芝)	 ②Stuart・河本(FYTC)	 ③遠藤・佐野	 (KTC)	 	 /	 ③栗原・山岸	 (FYTC)	 

	 	 113)	 ①吉田・大窪	 (東芝)	 ②奥山・岩田	 (FTC)	 	 ③柳原・中岡	 (ｳﾙﾄﾗ)	 /	 ③角川・Stuart(SANS)	 

	 	 116)	 ①松尾・成瀬	 (SANS)	 ②北川・角川	 (SANS)	 ③池田・山口	 (KTC)	 	 /	 ③富永・猪崎	 (ｳﾞｨｸ)	 



・混合ダブルス	 

	 	 8)	 ①近藤・内藤	 (NEC)	 	 ②数乗・島崎	 (NEC)	 	 ③関川・関川	 (NEC)	 

	 	 11)	 ①酒井・大沢	 (航自)	 ②宮村・亀山	 (航自)	 ③佐久間・市来(FTC)	 

	 	 14)	 ①数乗・松田	 (NEC)	 	 ②酒井・大沢	 (航自)	 ③木村・木村	 (航自)	 

	 	 17)	 ①吉原・吉原	 (航自)	 ②大喜多・守屋(NEC)	 ③酒井・大沢	 (航自)	 

	 	 20)	 ①長久・長久	 (個人)	 ②奥・西村	 	 (NEC)	 	 ③近藤・上村	 (NEC)	 

	 	 23)	 ①吉田・片桐	 (航自)	 ②近藤・三枝	 (NEC)	 	 ③木村・木村	 (航自)	 

	 	 26)	 ①蓮見・鈴木	 (FTC)	 	 ②世良・倉井	 (FTC)	 	 ③門間・今村	 (FTC)	 

	 	 29)	 ①大山・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②望月・宮下	 (個人)	 ③河野・鬼頭	 (府高)	 

	 	 32)	 ①大山・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②弦巻・青木	 (航自)	 ③束田・藤森	 (東芝)	 

	 	 35)	 ①大山・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②横山・今村	 (FTC)	 	 ③杉本・小林	 (ﾘﾊ)	 

	 	 38)	 ①横山・今村	 (FTC)	 	 ②杉山・波江田(NEC)	 ③鳥居・彌寝	 (航自)	 

	 	 41)	 ①山田・彌寝	 (航自)	 ②津田・青木	 (車返)	 ③横山・今村	 (FTC)	 

	 	 44)	 ①津田・青木	 (車返)	 ②阿部・一村	 (FTC)	 	 ③横山・今村	 (FTC)	 

	 	 47)	 ①津田・青木	 (車返)	 ②植竹・品川	 (東芝)	 ③塚本・石川	 (NEC)	 

	 	 50)	 ①小田切・飽浦(空自)	 ②室谷・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ③津田・青木	 (車返)	 

	 	 53)	 ①室谷・佐治	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ②植竹・野木	 (東芝)	 ③今井・今井	 (空自)	 /	 ③古城門・斉藤(ｱﾈﾙﾊﾞ)	 

	 	 56)	 ①山口・島田	 (NEC)	 	 ②大山・加藤	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ③大島・大島	 (ﾄｯﾌﾟ)	 /	 ③阿部・一村	 (FTC)	 

	 	 59)	 ①熊沢・肥田	 (車返)	 ②石井・山下	 (SANS)	 ③室谷・室谷	 (ﾄﾞﾖｳ)	 /	 ③蓮見・斎藤	 (FTC)	 

	 	 62)	 ①石井・山下	 (SANS)	 ②阿部・一村	 (FTC)	 	 ③今井・今井	 (ﾎｰﾌﾟ)	 /	 ③府川・長田	 (東芝)	 

	 	 65)	 ①大島・大島	 (ﾄｯﾌﾟ)	 ②石井・山下	 (SANS)	 ③天野・鈴木	 (ﾄｯﾌﾟ)	 /	 ③西野・平間	 (浅間)	 

	 	 68)	 ①大島・大島	 (ﾄｯﾌﾟ)	 ②大山・横川	 (ﾄﾞﾖｳ)	 ③芳賀・芳賀	 (SANS)	 /	 ③石井・山下	 (SANS)	 

	 	 71)	 ①大島・大島	 (ﾄｯﾌﾟ)	 ②古城門・庄司(ｱﾈﾙﾊﾞ)③芳賀・芳賀	 (SANS)	 /	 ③進藤・一村	 (FTC)	 

	 	 74)	 ①斉藤・斉藤	 (FTC)	 	 ②小瀬戸・小瀬戸(FTC)③熊坂・熊坂	 (ﾄｯﾌﾟ)	 /	 ③高城・越谷	 (ｾﾝﾀｰ)	 

	 	 77)	 ①古城門・庄司(ｱﾈﾙﾊﾞ)②小瀬戸・小瀬戸(FTC)③津田・斉藤	 (車返)	 /	 ③阿部・一村	 (FTC)	 

	 	 80)	 ①古城門・庄司(ｱﾈﾙﾊﾞ)②越谷・高城	 (ｾﾝﾀｰ)	 ③小瀬戸・小瀬戸(FTC)/	 ③芳賀・芳賀	 (SANS)	 

	 	 83)	 ①古城門・庄司(ｱﾈﾙﾊﾞ)②阿部・斎藤	 (FTC)	 	 ③村山・村田	 (東芝)	 /	 ③工藤・山口	 (FTC)	 

	 	 86)	 ①村山・村田	 (東芝)	 ②佐藤・法月	 (SANS)	 ③吉田・吉田	 (東芝)	 /	 ③芳賀・芳賀	 (SANS)	 

	 	 89)	 ①橋本・越谷	 (ｱﾈﾙﾊﾞ)	 ②梅村・中野	 (SANS)	 ③芳賀・芳賀	 (SANS)	 /	 ③村山・村田	 (東芝)	 

	 	 92)	 ①大森・平間	 (ｾﾝﾀｰ)	 ②阿部・斉藤	 (FTC)	 	 ③進藤・一村	 (FTC)	 

	 	 95)	 ①橋本・越谷	 (ｱﾈﾙﾊﾞ)	 ②古城門・渡辺(ｱﾈﾙﾊﾞ)③栗原・海老沢	 (FY)	 /	 ③小沢・兼子	 (MTC)	 

	 	 98)	 ①荒井・酒井	 (東芝)	 ②森田・森田	 (SANS)	 ③橋本・越谷	 (ｱﾈﾙﾊﾞ)	 /	 ③栗原・海老沢	 (FY)	 

	 	 101)	 ①吉田・吉田	 (東芝)	 ②橋本・越谷	 (ｱﾈﾙﾊﾞ)	 ③古城門・丸山(ｱﾈﾙﾊﾞ)/	 ③安井・宮井	 (東芝)	 

	 	 104)	 ①荒井・酒井	 (東芝)	 ②安江・松澤	 (FYTC)	 ③吉田・吉田	 (東芝)	 /	 ③栗原・海老沢(FYTC)	 

	 	 107)	 ①宮子・岩浪	 (TTF)	 	 ②栗原・藤田	 (FYTC)	 ③桜井・斉藤	 (FTC)	 

	 	 110)	 ①角川・伊藤	 (SANS)	 ②吉田・村田	 (東芝)	 ③秋田・戸塚	 (ｳﾙﾄﾗ)	 /	 ③遠藤・石川	 (浅間)	 

	 	 113)	 ①吉田・村田	 (東芝)	 ②角川・宮坂	 (SANS)	 ③荒井・吉田	 (東芝)	 /	 ③小田・小田	 (ｳﾞｨｸ)	 

	 	 116)	 ①松尾・松澤	 (ASTI)	 ②大窪・吉田	 (東芝)	 ③富永・小田	 (ｳﾞｨｸ)	 /	 ③中山・中山	 (ｳﾞｨｸ)	 

	 


