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競 技 要 項 	 

1. 大会役員	 

競技委員長	 白澤	 宏規	 (府中市庭球連盟会長)	 

大会実行委員長	 濱田	 輝之	 

大会実行委員団体	 

2. 意義と目的	 

市民体育大会は広く府中市民の間にスポーツを振興して、その普及発達とアマチュアスポーツ精神の

高揚を図り、併せて市民の健康を増進し、その生活を明朗にしようとするものである。	 

(府中市民体育大会開催基準要項ヨリ一部抜粋)	 

3. 出場資格	 

府中市在住・在勤・在学のアマチュア競技者。壮年（シニア）種目は、平成２３年末までに男子５０

歳	 女子４５歳以上になる人。グランドシニア種目は平成２３年末までに６０歳になる人。また少年

種目は、１５歳以下の小・中学生男女を対象とする。	 

4. 出場制限	 

出場可能な種目数は、団体戦、ダブルス、シングルス、混合ダブルス、各１種目の合計４種目。ただ

しシングルスは設定数を超えた場合抽選の場合もある。なお	 少年種目出場者は少年種目以外に一般

種目の出場も可能とする。また、過去３年以内にダブルスB種目ベスト８以上に入賞した人は	 Ａ種目

への出場に限定される。(府中市庭球連盟規約付則8-2)	 

5. 試合形式	 

全試合は、１セット・６ゲーム・タイブレークマッチを原則とする。ただし	 運営の都合により主管

者側でこれを変更する場合があります。また、全試合をセルフジャッジ方式	 (別途項目の記述参照)

とする。ただし、男子シングルス予選に限り、ノーアドバンテージ１セットマッチとする（６－６－

の場合12ポイントのタイブレーク）	 

6. 試合球	 

試合球は全て出場者の持寄りとする。ブリジストンXT８又はダンロップFORT(黄)の２個未開封缶を、

個人戦は1缶、団体戦は５缶持参してください。ただし、忘れた場合は失格となりますので注意して

ください。試合後、勝者に未開封缶、敗者にセットボールが渡ります。	 	 

7. 競技規則	 

府中市庭球連盟試合実施規則(同規則にないものは日本テニス協会発行の「テニスルールブック」最

新版)に拠ります。ただし、本大会各種目の予選日は会場レフェリーを置かない出場者の自主運営の

ため(試合前日以前に届けがある場合を除き)、同規則第８条「棄権者の扱い(新ペアの構成)」を適用

するのは不可能となります。また、男子ダブルスＡ､女子ダブルスＡ､一般混合ダブルスには、「ラッ

キー・ルーザー」を適用します。	 
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8. 団体戦	 

出場登録:	 

出場申込みは、チーム名及び代表者名のみとしますが、開会式の集合時に出場者登録を行います

(所定用紙)。全て別途記載の出場資格を有していることが必要です。未提出は失格となります。	 

	 

試合構成:	 

一般ダブルス（D3）、女子ダブルス、混合又は壮年ダブルス、一般ダブルス(D2)、一般ダブルス

(D1)の順を原則とした５試合。オーダーは試合開始前に交換してください。なおオーダー交換時

に出場者全員が揃わなければ失格となります。	 

試合球:	 

別途掲載のとおり指定球５缶持寄りとし、３位決定戦は決勝進出チームの一方が未開封缶を提供

してください。	 

ルール講習会:	 

本年度は開催されません。	 

開会式:	 

９月１８日の市民体育大会開会式	 (市民野球場観覧席に午前８時３０分集合後、陸上競技場に移

動)には、入場行進に相応しい服装で、出場チーム１名以上参加することが必要です。なお欠席

チームは団体戦出場権を失います。	 

閉会式:	 

１１月６日の市民体育大会閉会式	 (総合体育館観覧席に午後２時３０分集合)には、団体戦入賞

チーム	 (優勝、準優勝、第3位)から、各チーム代表２名が参加してください。	 

9. 表彰	 

主催者より、各種目の優勝者、準優勝者、第３位入賞者(１組・１名)に賞状及びメダルを授与します。	 

団体戦Ａの優勝、準優勝、第3位チームには、それぞれ優勝旗、準優勝杯、第３位杯が、市民体育大

会閉会式	 (１１/６)において授与されます。	 

本大会入賞者を次年度「都民体育大会派遣選手」の選考の参考とします。	 	 

10. 大会運営	 

府中市民体育大会秋季大会・庭球競技は、府中市及びNPO法人府中市体育協会の委託を受けて、府中

市庭球連盟が運営します。庭球連盟は、府中市在住在勤のテニス愛好者を中心とした組織であり、プ

レーヤーとして楽しむためには、まず運営に参加すべきだというボランティア精神に基づいて結成さ

れている開かれた団体です。庭球連盟の実行委員会が本大会を運営しますが、出場者の運営参加とご

理解をお願いします。	 

特に、個人種目予選日の各会場の運営は、出場者の皆さんの協力により自主的運営を行い、試合進行

と結果報告をお願いすることになります。	 

なお、大会運営の都合上必要な場合は大会要項の一部を変更することがあります。	 
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11. 種目・日程・会場等	 

(予備日には市営庭球場以外に都立府中の森を使用する場合あり)	 

・予選日日程:天候不良の場合は予備日に実施。予備日実施不可能な時は当該種目中止。	 

種	 目	 予選試合日	 予選予備日	 会	 場	 試合の運営方法	 

男子ダブルスA	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 会場レフェリーを置かないため

出場者の中からボランティアに

よる自主運営	 

	 

試合結果は勝者が所定の方法で

それぞれの該当する部分を報告	 

	 

未消化がある場合は代表者が同

様に報告	 

	 

報告がない場合は大会運営に支

障があり決勝日の出場権を失う	 

男子ダブルスB	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 

壮年ダブルス	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 

女子ダブルスA	 9/23	 9/25	 市営庭球場等	 

女子ダブルスB	 9/23	 9/25	 市営庭球場等	 

一般混合ダブルス	 10/2	 10/10	 市営庭球場等	 

壮年混合ダブルス	 10/2	 10/10	 市営庭球場等	 

男子シングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

女子シングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

シニアシングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

グランドシニアシング

ルス	 
10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

	 

団体戦Ａ	 10/9	 10/16	 市営庭球場等	 会場担当者を指名	 

団体戦Ｂ	 10/9	 10/16	 市営庭球場等	 

中学男子ダブルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 ジュニア指導者と出場者の保護

者等が両者で協力して運営	 
中学女子ダブルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

中学男子シングルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

中学女子シングルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

小学男子ダブルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学女子ダブルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学男子シングルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学女子シングルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 
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11. 種目・日程・会場等	 

(予備日には市営庭球場以外に都立府中の森を使用する場合あり)	 

・予選日日程:天候不良の場合は予備日に実施。予備日実施不可能な時は当該種目中止。	 

種	 目	 予選試合日	 予選予備日	 会	 場	 試合の運営方法	 

男子ダブルスA	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 会場レフェリーを置かないため

出場者の中からボランティアに

よる自主運営	 

	 

試合結果は勝者が所定の方法で

それぞれの該当する部分を報告	 

	 

未消化がある場合は代表者が同

様に報告	 

	 

報告がない場合は大会運営に支

障があり決勝日の出場権を失う	 

男子ダブルスB	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 

壮年ダブルス	 9/11	 9/19	 市営庭球場等	 

女子ダブルスA	 9/23	 9/25	 市営庭球場等	 

女子ダブルスB	 9/23	 9/25	 市営庭球場等	 

一般混合ダブルス	 10/2	 10/10	 市営庭球場等	 

壮年混合ダブルス	 10/2	 10/10	 市営庭球場等	 

男子シングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

女子シングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

シニアシングルス	 10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

グランドシニアシング

ルス	 
10/30	 11/3	 市営庭球場等	 

	 

団体戦Ａ	 10/9	 10/16	 市営庭球場等	 会場担当者を指名	 

団体戦Ｂ	 10/9	 10/16	 市営庭球場等	 

中学男子ダブルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 ジュニア指導者と出場者の保護

者等が両者で協力して運営	 
中学女子ダブルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

中学男子シングルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

中学女子シングルス	 9/10	 9/17	 市営庭球場等	 

小学男子ダブルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学女子ダブルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学男子シングルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 

小学女子シングルス	 10/8	 10/15	 市営庭球場等	 
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・決勝日日程:予選予備日が順延の場合や決勝日が天候不良の場合は決勝予備日に実施。	 

種	 目	 決勝試合日	 会	 場	 試合の運営方法	 決勝予備日	 

男子ダブルスA	 

男子ダブルスB	 

壮年ダブルス	 

	 

9/19	 

	 

	 

都立府中の森	 6面	 

	 

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

ェリーを担当(進

行)	 

	 

負けた場合は勝者

に引き継ぐ	 

	 

決勝日の事務係を

指名・進行以外の

サポート(抽選等

も含む)を行う	 

共通予備日	 

10/23	 

11/6	 

11/13	 

	 

予定会場	 

小柳	 

四谷	 

若松	 

寿町	 

平和の森	 

女子ダブルスA	 

女子ダブルスB	 
9/25	 都立府中の森	 6面	 

一般混合ダブルス	 

壮年混合ダブルス	 10/10	 

	 

小柳	 4面	 

	 

男子シングルス	 	 	 	 

女子シングルス	 

	 

	 

	 

11/3	 

	 

	 

小柳	 4面	 	 

	 

シニアシングルス	 
寿町	 2面	 

グランドシニア	 

シングルス	 平和の森	 2面	 

団体戦Ａ	 

団体戦Ｂ	 
10/16	 

都立府中の森	 他	 

20面	 

	 

中学男子ダブルス	 9/17	 寿町	 2面	 ジュニア指導者と

出場者の保護者等

とが両者で協力し

て運営	 

9/24	 

寿町	 

平和の森	 

	 

中学女子ダブルス	 9/17	 平和の森	 2面	 

中学男子シングルス	 9/24	 平和の森2面	 

中学女子シングルス	 9/24	 平和の森2面	 

小学男子ダブルス	 

小学女子ダブルス	 

小学男子シングルス	 

小学女子シングルス	 

10/15	 小柳	 4面	 

	 

12. 試合運営	 

ジュニア種目を除く全個人種目の予選日(第1日)は	 会場レフェリーを置きませんので、出場者の自主

的運営とします。	 

なお、勝者(未消化の場合は代表者)が、当日中に全試合結果を（各ブロックの勝者とラッキ

ールーザ）を委員長宛にメール送信して下さい。（送信先：ft121@	 fuchu-tennis.org）	 
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13. 集合時刻	 

 男子ダブルス A:	 
	 予選日は3回戦(ブロック決勝)まで行なう。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください。	 

種目	 9/11予選	 9/19予備	 ドロー番号	 集合時間	 

男子ダブルスA	 

予選	 

小柳(A･B)	 小柳(A･B)	 
1〜13	 

14〜25	 

9:00	 

12:00	 

小柳(C･D)	 小柳(C･D)	 
26〜38	 

39〜51	 

	 9:00	 

12:00	 

	 

種目	 9/19決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

男子ダブルスA	 

決勝	 
都立府中の森	 試合場未定	 全員	 	 9:00	 

 男子ダブルス B	 
	 予選日は4回戦(ブロック決勝)まで行なう予定。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください。	 

種目	 9/11予選	 9/19予備	 ドロー番号	 集合時間	 

男子ダブルスB	 

予選	 

若松	 若松	 
1〜	 7	 

8〜13	 

9;00	 

10:00	 

寿町	 寿町	 
14〜19	 

20〜25	 

9:00	 

10:00	 

西府	 西府	 
26〜31	 

32〜37	 

9:00	 

10:00	 

紅葉丘第二	 紅葉丘第二	 
38〜43	 

44〜49	 

9:00	 

10:00	 

住吉	 都立府中の森	 
50〜55	 

56〜61	 

	 9:00	 

10:00	 

四谷	 四谷	 
62〜67	 

68〜73	 

	 9:00	 

10:00	 

日新	 都立府中の森	 
74〜79	 

80〜85	 

	 9:00	 

10:00	 

日新第二	 都立府中の森	 
86〜91	 

92〜97	 

	 9:00	 

10:00	 

	 

種目	 9/19決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

男子ダブルスB	 

決勝	 
都立府中の森	 試合場未定	 全員	 9:00	 
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 女子ダブルス A	 
	 予選日は4回戦(ブロック決勝)まで行なう。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告して下さい。	 

種目	 9/23予選	 9/25予備	 ドロー番号	 集合時間	 

女子ダブルスA	 

予選	 

小柳(Ａ・Ｂ)	 都立府中の森	 
1〜	 7	 

8〜14	 

	 9:00	 

10:00	 

小柳(Ｄ／Ｄ)	 都立府中の森	 
15〜21	 

22〜28	 

9:00	 

10:00	 

若松	 都立府中の森	 
29〜35	 

36〜42	 

9:00	 

10:00	 

平和の森	 都立府中の森	 
43〜49	 

50〜56	 

9:00	 

10:00	 

	 

種目	 9/25決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

女子ダブルスA	 

決勝	 
都立府中の森	 試合場未定	 全員	 9:00	 

 女子ダブルス B	 
	 予選日は3回戦(ブロック決勝)まで行なう。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください。	 

種目	 9/23予選	 9/25予備	 ドロー番号	 集合時間	 

女子ダブルスB	 

予選	 

四谷	 四谷	 
1〜	 7	 

8〜13	 

	 9:00	 

12:00	 

寿町	 寿町	 
14〜19	 

20〜26	 

9:00	 

12:00	 

日新	 日新	 
27〜33	 

34〜39	 

9:00	 

12:00	 

紅葉丘第二	 紅葉丘第二	 
40〜45	 

46〜56	 

9:00	 

12:00	 

	 

種目	 9/25決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

女子ダブルスB	 

決勝	 
都立府中の森	 6面	 試合場未定	 全員	 9:00	 
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 壮年ダブルス	 
	 予選日に３回戦（ブロック決勝）まで行なう。	 

	 ブロック勝者の方は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください	 

種目	 9/11予選	 9/19予備	 ドロー番号	 集合時間	 

壮年ダブルス	 

予選	 
平和の森	 平和の森	 

	 1〜	 17	 

18〜35	 

9:00	 

11:00	 

	 

種目	 9/19決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

壮年ダブルス	 

決勝	 
都立府中の森	 未定	 全員	 9:00	 

 一般混合ダブルス	 
	 予選日は4回戦(ブロック決勝)まで行なう予定。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください。	 

種目	 10/2予選	 10/10予備	 ドロー番号	 集合時間	 

一般混合ダブルス	 

予選	 

小柳(Ａ・Ｂ)	 小柳小柳(Ａ・Ｂ)	 
1〜	 7	 

8〜15	 

	 9:00	 

10:00	 

小柳(Ｃ・Ｄ)	 小柳(Ｃ・Ｄ)	 
16〜23	 

24〜31	 

9:00	 

10:00	 

日新	 日新	 
32〜38	 

39〜46	 

9:00	 

10:00	 

四谷	 四谷	 
47〜54	 

55〜61	 

9:00	 

10:00	 

若松	 若松	 
62〜68	 

69〜76	 

9:00	 

10:00	 

寿町	 寿町	 
77〜84	 

85〜91	 

9:00	 

10:00	 

住吉	 住吉	 
92〜99	 

100〜107	 

9:00	 

10:00	 

紅葉丘第二	 紅葉丘第二	 
108〜115	 

116〜122	 

9:00	 

10:00	 

	 

種目	 10/10決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

一般混合ダブルス	 

決勝	 
小柳	 試合場未定	 全員	 9:00	 
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 壮年混合ダブルス	 
	 予選日は3回戦(ベスト4)まで行なう予定。	 

	 ベスト4の方は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください	 

種目	 10/2予選	 10/10予備	 ドロー番号	 集合時間	 

壮年混合ダブルス	 

予選	 
平和の森	 平和の森	 

1〜13	 

14〜21	 

	 9:00	 

12:00	 

	 

種目	 10/10予選	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

壮年混合ダブルス	 

決勝	 
小柳	 試合場未定	 全員	 11:00	 
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 男子シングルス	 
	 予選日は5回戦(ブロック決勝)まで行なう予定。(ノーアドバンテージ１セットマッチ)	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください	 

種目	 10/30予選	 11/3予備	 ドロー番号	 集合時間	 

男子シングルス	 

予選	 

西府	 西府	 
1〜13	 

14〜25	 

	 9:00	 

12:00	 

四谷	 四谷	 
26〜37	 

38〜49	 

9:00	 

12:00	 

紅葉丘	 紅葉丘	 
50〜61	 

62〜73	 

9:00	 

12:00	 

紅葉丘第二	 紅葉丘第二	 
74〜85	 

86〜97	 

9:00	 

12:00	 

日新	 日新	 
98〜110	 

111〜122	 

9:00	 

12:00	 

日新第二	 日新第二	 
123〜134	 

135〜146	 

9:00	 

12:00	 

住吉	 住吉	 
147〜158	 

159〜170	 

9:00	 

12:00	 

若松	 若松	 
171〜182	 

183〜195	 

9:00	 

12:00	 

	 

種目	 11/3決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

男子シングルス	 

決勝	 
小柳	 試合場未定	 全員	 9:00	 

 女子シングルス	 
	 予選日は4回戦(ブロック決勝)まで行なう予定。	 

	 ブロック勝者は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください	 

種目	 10/30予選	 11/3予備	 ドロー番号	 集合時間	 

女子シングルス	 

予選	 

小柳(A･B)	 小柳(A･B)	 

1〜9	 

10～19	 

20〜29	 

	 9:00	 

11:00	 

13:00	 

小柳(C･D)	 小柳(C･D)	 

30〜38	 

39～47	 

48〜57	 

9:00	 

11:00	 

13:00	 

押立	 押立	 
58〜67	 

68〜76	 

9:00	 

11:00	 
	 

種目	 11/3予選	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

女子シングルス	 

決勝	 
小柳	 試合場未定	 全員	 9:00	 
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 壮年シングルス	 
	 予選日は３回戦(ベスト４)まで行なう予定。	 

	 ベスト４の方は該当ブロック全試合結果(勝敗)を報告してください	 

種目	 10/30予選	 11/3予備	 ドロー番号	 集合時間	 

シニアシングルス予選	 寿町	 寿町	 
1〜15	 

16〜31	 

	 9:00	 

12:00	 

グランドシニア	 

シングルス予選	 
平和の森	 平和の森	 

1〜10	 

11〜20	 

9:00	 

11:00	 

	 

種目	 11/3予選	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

シニア	 

シングルス決勝	 
寿町	 試合場未定	 全員	 9:00	 

グランドシニア	 

シングルス決勝	 
平和の森	 試合場未定	 全員	 9:00	 

 中学生種目	 
	 ダブルスは3回戦（ベスト4）まで行う予定。	 

	 シングルスは予選日に4回戦まで行う。	 

種目	 9/10予選	 
9/17予選予備	 

(決勝)	 
ドロー番号	 集合時間	 決勝予備	 

	 

中学男子ダブルス	 

寿町	 寿町	 	 1〜14	 9:00	 全員	 9:00	 

日新第二	 日新第二	 15〜28	 9:00	 全員	 9:00	 

中学女子ダブルス	 

平和の森	 平和の森	 
	 

	 1〜115	 

	 

9:00	 全員	 9:00	 

住吉	 住吉	 16〜31	 9:00	 全員	 9:00	 

	 
	 
	 

種目	 9/10予選	 9/24予選予備	 ドロー番号	 集合時間	 決勝予備	 

中学男子シングルス	 

四谷	 四谷	 	 1〜18	 9:00	 全員	 9:00	 

若松	 若松	 19〜36	 9:00	 全員	 9:00	 

中学女子シングルス	 

中学女子シングルス	 

日新	 日新	 	 1〜23	 9:00	 全員	 9:00	 

紅葉丘第二	 紅葉丘第二	 24〜46	 9:00	 全員	 9:00	 

	 

種目	 9/24決勝	 予備日未定	 ドロー番号	 集合時間	 

中学	 男子・女子	 

シングルス決勝	 
平和の森	 試合場未定	 全員	 9:00	 
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小学生種目	 

	 進行は運営担当者に委ねる。	 

種目	 予選	 
予選予備	 

(決勝)	 
ドロー番号	 集合時間	 

決勝予備	 

小学男子シングルス	 
10/8	 

小柳	 

10/15	 

小柳	 
全員	 9:00	 

	 

	 

	 

9:00	 小学女子シングルス	 
10/8	 

小柳	 

10/15	 

小柳	 
全員	 11:00	 

小学女子ダブルス	 
10/8	 

小柳	 

10/15	 

小柳	 
全員	 12:00	 

・	 決勝は予選日に可能な限り行い、10/15小柳	 9:00より続きで行います。	 

・	 決勝予備日は、10/15小柳です。	 

・	 運営上のお願い:	 小学生種目の保護者の方は、指導者の運営にご協力下さい。	 

14. シード方法	 

府中市庭球連盟試合実施規則第5条に基づき、ランキング・ポイント制によるシード方法を採用していま

す。出場者の大会実績でランキング・ポイント(連盟会員適用)を算出しシード順位を決定します。ただし

ランキング・ポイントに拘らず直近大会優勝者(連盟会員適用)は第1シードとします。シード適用種目	 

は、男子ダブルスＡ・女子ダブルスＡ・壮年ダブルス・混合ダブルス・壮年混合ダブルス・男子シングル

ス・壮年シングルス・団体戦です。	 	 

http://fuchu-tennis.org/	 参照	 

15. 注意事項	 

①	 天候による試合実施の判断について	 

	 予選日第1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、小雨の場合にはコー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(ハードコートを除く)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:090-8486-5657	 

②	 雨天順延について	 

	 雨天順延の場合、会場変更がありますので、日程表を確認して下さい。なお、予備日も含め2日実施

できない場合、当該種目は中止とします。	 

③	 駐車場について	 

	 各会場に充分な駐車場はありませんので，車での来場は避けていただきたいと思います。仮に車で来場

される場合には，全て自己責任において処理されるようお願いします。違法駐車による近隣住民とのトラ

ブルが発生していますので，コート周辺の違法駐車は絶対しないでください。	 

④	 集合時間の遅刻について	 

	 市民にできるだけ多く参加していただくことを大切と考えています。予選日に関しては，ドロー進行上

支障のない限り，許容するようにしてください。	 

	 ただし、決勝日については、ラッキールーザー等、最初に全員のエントリの確認をする必要があります。

集合時間の遅刻は、棄権とみなします。ご注意ください。	 

	 

⑤	 ゴミの持ち帰りについて	 

	 各自持参のゴミにつきましては責任を持って持ち帰りをお願いします。	 

⑥	 	 本大会を運営するために必要と思われる場合には、大会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。	 
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16. 試合結果報告先	 

	 予選日・決勝日の各会場の勝者は、必ず当日中に、自己責任で該当するブロックの全試合結果(各ブロ

ックの勝者とラッキールーザ）を大会実行委員長宛にメール送信してください。この報告が重要なのは、

この報告を基に予備日の予約コートを市に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:	 濱田	 輝之	 

メール送信先:	 ft121@fuchu-tennis.org	 

17. 問い合わせ先	 

大会運営に関する庭球連盟の情報については下記を参照して下さい。	 

府中市庭球連盟Webサイト:	 http://fuchu-tennis.org/	 

メールによる問い合わせ:	 ft121@fuchu-tennis.org	 (大会期間中限定)	 

大会実行委員長携帯電話:	 090-8486-5657(大会期間中限定/受信専用)	 

18. セルフジャッジについて	 

JTAテニスルールブックより抜粋	 

A. 選手は、ネットより自分側のボールすべてについて判定しなければならない。あやふやな場合は、す
べて相手方の有利になるように判定しなければならない。	 

B. 「アウト」や「レット」のコールは、瞬間的にしなければならない。遅れたり、あやふやなコールを
することは、それがはっきり分からなかったことを意味し、アウトをコールできなかったボールは、

サービスボールを含めてグッドであると見なして判定しなければならない。それを「レット」にして

はいけないし、また観客に聞いてはならない。	 

C. サーバーは、ポイント及びゲームのスコアをコールする責任がある。	 

D. 一方のパートナーがグッドと判定し、他方がアウトと判定した時は、ポイントは相手に与えられる。	 

E. プレーの妨げになるような球が来た時は、プレーの進行中に直ちにレットをコールすること。ポイン
トが終わってからではコールできない。またプレーの妨げにならない限り、他方からそれを理由にレ

ットをコールすることは、正しいスポーツマンシップとは言えない。	 
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1. 梅村 卓弘 （Sunny）・菊川 和樹
2. 吉岡 祐二 （KTC）・鳥海 元哉
3. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）・竹下 大輔
4. 黒崎 泰英 （東芝府中）・藤元 啓次
5. ＢＹＥ
6. ＢＹＥ
7. 黒木 信介 （はたまん）・肥田野 翔
8. 山本 久志 （ポスト）・酒井 洋一
9. 蒲生 伸一 （むつ）・加藤 幸宏
10. 稲見 修 （C.C.P）・古澤 清志
11. 日隈 虎之介 （押立町）・堀 修
12. 菅原 隆雄 （浅間）・佐野 芳則
13. 安江 崇 （FYTC）・Stuart Lee
14. 大山 裕宣 （とえてに）・山下 知英
15. 櫻庭 隼人 （C.C.P）・神田 努
16. 橘田 倫彰 （ひまわり）・高橋  亮
17. 道原 修久 （若松町）・竹林 隆一
18. 丸山 瞬 （ＳＡＮＳ）・鐘ヶ江 恵介
19. 高橋 優 （Sunny）・小林 広樹
20. 末松 真一 （たんぽぽ）・国光 健吾
21. 鎌田 康洋 （FYTC）・田沼 敏明
22. 米田 宗和 （YNM）・小林 優生
23. 百瀬 直樹 （紅葉丘）・松木 光伸
24. 井上 和也 （Sunny）・並河 穣
25. 宮坂 聡 （浅間）・高橋 泰洋
26. 新免 芳史 （FYTC）・福山 勝実
27. 遠藤 典夫 （若松町）・井出 栄
28. 梅沢 孝一 （西府町）・野澤 順
29. 鈴木 勝利 （浅間）・小倉 哲
30. 柳沢 恵樹 （ひまわり）・太田 真輝
31. ＢＹＥ
32. 金子 直之 （CAF）・杉泊 大輔
33. 野地 洋平 （宮西町）・萩野 弘明
34. 城野 俊樹 （C.C.P）・阿部 卓
35. 小野 真吾 （白糸台）・岩尾 和哉
36. 加藤 庄司 （住吉町）・上田 浩一郎
37. 伊藤 和夫 （KTC）・吉野 智政
38. 安井 康二 （東芝府中）・瀧本 和靖
39. 松岡 史敏 （Sunny）・菅沼 淳
40. 内坪 誉志 （SHES）・石橋 由希夫
41. 井上 壮太 （サタデー）・常磐木 啓
42. 村上 和也 （東芝府中）・椋木 誠
43. 柳田 剛 （たんぽぽ）・根本 悟
44. 河村 慶一 （ＴＴＦ）・露木 敏浩
45. 菊池 良 （はたまん）・堀 直史
46. ＢＹＥ
47. 円谷 英明 （ウルトラ）・小河原 政信
48. 久保 善立 （ＡＳＴＩ）・杉山田 竜吾
49. 原田 典政 （MTC）・山内 正之
50. 村山 清一 （東芝町）・山口 雅彦
51. 大井 常義 （Sunny）・菅原 庸

1st. 2nd. 3rd.

MDA-01

MDA-02

MDA-03

MDA-04

MDA-05

MDA-06

MDA-07

MDA-08



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子ダブルス（Ａ） (第二日)
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1. 太田 茂晴 （ＳＡＮＳ）・大窪 康史

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 西野 智彦 （浅間）・金生 友樹

5. 池田 祐弥 （KTC）・和泉 綾志

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 五味 晃一 （浅間）・柳原 敏信

9. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・吉田 浩太郎

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）・荒井 秀之

13. 村山 清一 （東芝府中）・山口 雅彦

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 松尾 典明 （浅間）・高橋 克巳

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54回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子ダブルス（Ｂ） （Ａ）ブロック

- 16 -

1. 園田 孝弘 （ポスト）・村山 正彦

2. 久保寺 眞司 （サタデー）・竹田 昌巳

3. 長谷川 弘 （FYTC）・八木 英夫

4. 船越 義秀 （MFB）・成海 吉和

5. ＢＹＥ

6. ＢＹＥ

7. 三木 寿雄 （小柳町）・新村 典雄

8. 岡部 史朗 （MTC）・野口 照彦

9. 藤本 直人 （ＴＴＦ）・佐々木 啓治

10. 益田 裕一郎 （ポパイ）・村手 博行

11. 内田 正人 （ASTC）・青木 英一

12. 鍛治 嘉男 （WING）・今井 睦

13. 花岡 伸太 （C.C.P）・大桑 英一

14. 大本 和志 （本町）・大本 貴志

15. 大羽 裕之 （YNM）・佐藤 誠也

16. 平本 昭 （片町）・平井 錬造

17. 佐橋 賢一 （とえてに）・細川 和洋

18. 丹羽 励 （美好町）・藤田 晃輔

19. 安瀬 高志 （むつ）・福田 勇雄

20. 川口 貴志 （武蔵台ク）・掘留 司隆

21. 風間 健児 （ＭＦＰＯ）・白鳥 敬志

22. 伊藤 仁四郎 （CAF）・佐藤 剛

23. 岩橋 孝彦 （住吉町）・守屋 直樹

24. 高橋 正夫 （STCS）・山本  賢助

25. 永井 洋之 （四谷）・永井 利昭

26. 喜多 宏明 （東芝府中）・元木 敦之

27. 塚本 祐士 （栄町）・谷本 卓弥

28. 石丸  博之 （FWF）・田鍋 裕之

29. 渡邊 齊士 （ＴＴＦ）・日比谷 康

30. 末吉 弘和 （府中町）・野口 義人

31. 中塩 隆志 （WING）・大橋 雄

32. 久留間 靖之 （住吉町）・田中 俊明

33. 中山 勝則 （MTC）・小林 明男

34. 須藤 修三 （高速カブ）・萱沼 健

35. 高木 幹夫 （むつ）・矢沢 義之

36. 齊藤 貴之 （西原町）・半澤 秀仁

37. 川越 泰章 （YNM）・柚木崎 健一

38. 清水 賢治 （STCS）・伊藤 憲和

39. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）・長野 耕陽

40. 圓山 正芳 （小柳町）・伊藤 勝彦

41. 相澤  尚巳 （サタデー）・金子  卓巳

42. 藤澤 和市 （西府町）・橋爪 剛

43. 田中 一光 （C.C.P）・内藤 敏明

44. 岡田 密 （40-0）・田村 正文

45. 桐谷 直樹 （ポパイ）・中村 寛

46. 大竹 和敏 （紅葉丘）・三村 文雄

47. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・田村 欣也

48. 千葉 洋之 （とえてに）・大西 裕一郎

49. 高田 直樹 （浅間町）・北野 勝繁

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

MDB-01

MDB-02

MDB-03

MDB-04



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子ダブルス（Ｂ） （Ｂ）ブロック
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50. 横山 隆 （MTC）・山本 正己

51. 藤倉 純一 （分梅町）・櫻庭 弘二

52. 菊川 善夫 （ポスト）・竹延 和俊

53. 岩谷 修 （白糸台）・石黒 一弘

54. ＢＹＥ

55. 伊藤 正孝 （ウルトラ）・羽毛田 真也

56. 曲田 浩展 （本町）・唐木 修司

57. 長谷部 裕行 （押立町）・川村 健一

58. 冨林 正樹 （住吉町）・冨林 優樹

59. 伊藤 賢治 （新町）・鈴木 隆之

60. 池田 修一 （ＡＳＴＩ）・成吉 敏弘

61. 貞金 浩司 （STCS）・福島 豊

62. 高田 直樹 （WING）・北野 勝繁

63. 松橋 正明 （栄町）・松前 学

64. 日比野 悦久 （府中町）・原田 康一郎

65. 久徳 浩一 （住吉町）・西村 智洋

66. 田中 幹康 （清水丘）・黒木 太雅

67. 竹ノ内 純 （片町）・佐藤 謙次

68. 上村 直史 （とえてに）・佐藤 毅

69. 宮川 清人 （むつ）・永坂 知也

70. 松田 覚 （ＣＨＺ）・柏木 勲

71. 田辺 佳正 （武蔵台ク）・塩ノ谷 定光

72. 杉中 宏幸 （すばる）・吉村 昌晃

73. 内山 一晴 （C.C.P）・赤間 尚志

74. 池山 勉 （YNM）・林 太郎

75. 吉田 仁 （本町）・長谷部 一志

76. 藤田 茂樹 （日新町）・中村 貴昭

77. 小澤 宏司 （是政）・鈴木 健一

78. 鵜飼 敦 （FWF）・今中 康雄

79. 野上 歩 （MFB）・竹田 修

80. 友安 恭介 （サタデー）・及川 勇気

81. 小柳 輝明 （STCS）・畠山 靖之

82. 永田 渉 （宮西町）・石橋 雄一郎

83. 桑原 克明 （クーガ）・瀬戸 正敏

84. 後藤 正樹 （住吉町）・横田 耕司

85. 河合 克仁 （WING）・牛尾 国生

86. 寺田 敏秀 （小柳町）・額賀 光之

87. 中山 和也 （ＴＴＦ）・四分一 泰亮

88. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・河田 直人

89. 片田 旬紀 （ひまわり）・菅谷 英美

90. 宮崎 洋 （武蔵台ク）・廣野 哲丸

91. 山本 昇一 （西原町）・朝倉 幸次郎

92. 上田 宗 （むつ）・渡辺 毅

93. ＢＹＥ

94. 金沢 大志 （たんぽぽ）・八木 信貴

95. 竹村 俊英 （ポパイ）・石川  洋介

96. 伊藤 雄気 （緑町）・船津 大和

97. 庄野 貴也 （FYTC）・庄野  敦也

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

MDB-05

MDB-06

MDB-07

MDB-08



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子ダブルス（Ｂ） (第二日)
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1. MDB-01 ・ （        ）

2. MDB-02 ・ （        ）

3. MDB-03 ・ （        ）

4. MDB-04 ・ （        ）

5. MDB-05 ・ （        ）

6. MDB-06 ・ （        ）

7. MDB-07 ・ （        ）

8. MDB-08 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子ダブルス（Ａ）
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1. 三橋 映子 （L.C）・長崎 慶子
2. 河原 恵子 （すばる）・小谷田 恵理
3. 仲川 桜子 （浅間）・五味 涼子
4. 池中 晴美 （ウルトラ）・斉藤 香織
5. 相馬 京子 （高速カブ）・亀井 淳子
6. 田中 容子 （八幡町）・山田 幸子
7. 月本 聖子 （宇宙ST）・冨澤 恵理
8. 小林 由美子 （幸町）・成松 幹子
9. ＢＹＥ
10. 前 美紀 （FYTC）・杉山 典子
11. 沖村 嘉代子 （朝日町）・原田 りえ子
12. 河内 美代子 （KTC）・池田 智代
13. 宅間 珠江 （むつ）・守屋 喜和子
14. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・角川 加奈子
15. 斎藤 慈子 （L.C）・高地 しおり
16. 田村 豊美 （宇宙ST）・斎藤 園子
17. 宇野 えり子 （新町）・二井見 直美
18. 八木 麻衣 （紅葉丘）・櫻井 佳織
19. 土井 里知子 （浅間）・山本 さえ子
20. ＢＹＥ
21. 提嶋 明美 （東芝町）・久保 久美子
22. 佐野 貴美子 （FYTC）・清原 洋子
23. 松下 幸子 （晴見町）・土内 英子
24. 今野 里美 （とえてに）・和泉 なほみ
25. 信太 理佳 （YNM）・東海林 美紀
26. 鵜飼 久美子 （ウルトラ）・羽毛田 美智子
27. 山下 夏海 （多磨町）・鈴木 まどか
28. 松尾 智依 （ＡＳＴＩ）・柴田 香織
29. 小菅 智子 （宇宙ST）・吉田 貴子
30. 伊藤 裕子 （L.C）・山本 恵世
31. 岩崎 泰子 （西府町）・藤野 麻美
32. 江間 裕美 （ウルトラ）・村田 綾子
33. 清水村 かいり （紅葉丘）・山田 美沙紀
34. 相原 薫 （浅間）・柳原 文
35. 清水 良枝 （STCS）・塚田 由紀
36. 阿久津 慶子 （新町）・滋田 伊世
37. ＢＹＥ
38. 海老沢 芙美子 （L.C）・上田 紀子
39. 今井 裕美 （YNM）・園田 ひろみ
40. 酢田 淳子 （住吉町）・矢部 幸子
41. 大貫 路子 （とえてに）・大西 加奈子
42. 福山 葉子 （FYTC）・藤田 順子
43. 川上 真帆子 （ウルトラ）・長谷川 弘子
44. 菅原 聖子 （浅間）・北川 恵美
45. 中山 真樹子 （ＴＴＦ）・新村 明子
46. 酒井 靖子 （L.C）・小池 かおり
47. 市川 貴子 （四谷）・伊東 裕子
48. ＢＹＥ
49. 高橋 恵美 （日新町）・宮内 さと子
50. 山田 美沙紀 （紅葉丘）・清水村 かいり
51. 丸山 雅恵 （むつ）・高村  繁美
52. 森 孝子 （八幡町）・松沢 一美
53. 山田 千栄子 （ひまわり）・山本 さつき
54. 大山 美穂 （とえてに）・上村 理恵
55. 藤吉 真弓 （緑町）・佐藤 敬子
56. 関東 裕香里 （東芝府中）・岡部 尚子

1st. 2nd. 3rd.

WDA-01

WDA-02

WDA-03

WDA-04

WDA-05

WDA-06

WDA-07

WDA-08



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子ダブルス（Ａ） (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54回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子ダブルス（Ｂ）
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1. 弦間 彩希 （紅葉丘）・石川 和代
2. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）・大竹 和枝
3. 佐藤 美穂 （ウルトラ）・小田 博子
4. 山本 美佐 （西原町）・朝倉 淳子
5. 井上 敦子 （四谷）・紺野 厚子
6. ＢＹＥ
7. 市瀬 久美子 （住吉町）・柳沢 美代子
8. 瀬戸 恵子 （クーガ）・中村 晴美
9. 坂口 多恵子 （清水丘）・前田 晶子
10. 高師 久美子 （幸町）・近藤 千秋
11. 渡辺 みどり （FYTC）・野島 佐知子
12. 若林 加奈子 （C.C.P）・川原田 さか江
13. 平本 さえ子 （片町）・太楽 恵子
14. 菊川 昌子 （ポスト）・竹延 久美子
15. 名和 沙織 （押立町）・麓 マミ
16. 中村 恵 （ポパイ）・益田 忍
17. 高月 恵美 （クーガ）・石井 美香
18. 濱迫 眞美 （小柳町）・工藤 千恵子
19. 小林 真美 （寿町）・池田 朝美
20. 肥田野 康子 （たんぽぽ）・中島 弘子
21. ＢＹＥ
22. 鵜飼 陽子 （FWF）・今園 夏代
23. 河内 香里 （KTC）・河内 希美
24. 竹田 佐和子 （栄町）・宮本 美代子
25. 阿澄 園子 （浅間）・石井 裕子
26. 岩橋 真由美 （住吉町）・守屋 里美
27. 桑原 育子 （クーガ）・千原 聡子
28. 吉井 葉子 （たんぽぽ）・肥田野 友季
29. 鈴木 佐知子 （北山町）・小澤 美奈子
30. 桐谷  香織 （ポパイ）・村田  奈美子
31. 村野 寿江 （白糸台）・村野 文香
32. ＢＹＥ
33. 奥田 優子 （清水丘）・大西 美治
34. 綱頭 陽子 （新町）・藤川 美由紀
35. 荒井 早苗 （東芝町）・山口 裕子
36. 鈴木 弥生 （幸町）・越後 由美子
37. 山上 陽子 （押立町）・西村 由紀子
38. 佐藤 友美 （四谷）・立川 直子
39. 柚木崎 ヌイ子 （YNM）・水間 真知子
40. 穂高 たつ美 （美好町）・小山 美由喜
41. 佐藤 尚子 （四谷）・佐藤 初美
42. 奥谷 麗子 （小柳町）・山崎 真須美
43. 篠原 真紀子 （南町）・宮嶋 千絵子
44. 片田 洋子 （ひまわり）・友松 美江
45. 佐藤 信枝 （晴見町）・土屋 登美江
46. 西田 昌子 （C.C.P）・鈴木 弘子
47. ＢＹＥ
48. 今泉 晶子 （ポパイ）・村手 真由
49. 冨林 紗耶佳 （住吉町）・冨林 寿美江
50. 畠山 真実 （STCS）・内海  麻里
51. 上村 朋子 （クーガ）・青柳 恵子
52. 平井 澄 （日鋼町）・伊藤 智恵美

1st. 2nd. 3rd.

WDB-01

WDB-02

WDB-03

WDB-04

WDB-05

WDB-06

WDB-07

WDB-08



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子ダブルス（Ｂ） (第二日)
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1. WDB-01 ・ （        ）

2. WDB-02 ・ （        ）

3. WDB-03 ・ （        ）

4. WDB-04 ・ （        ）

5. WDB-05 ・ （        ）

6. WDB-06 ・ （        ）

7. WDB-07 ・ （        ）

8. WDB-08 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 壮年ダブルス
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1. 阿澄 幸夫 （浅間）・小林 立彦

2. ＢＹＥ

3. ＢＹＥ

4. 山本 眞人 （たんぽぽ）・大川内 周二

5. 亀井 猛 （高速カブ）・坂本 正

6. 村山 信男 （浅間町）・藤吉 恵一

7. 井口 香二 （40-0）・中山 憲一郎

8. 鈴木 実 （STCS）・千葉 勉

9. 村山 信男 （WING）・藤吉 恵一

10. 篠原 新治 （浅間）・松井 秀文

11. 神沢 浩一 （武蔵台ク）・八木 良尚

12. 野木 晴夫 （緑町）・武内 進

13. 二ッ柳 隆彦 （小柳町）・天野 英二

14. 阿部 博応 （朝日町）・嶋野 利明

15. 千原 諭 （クーガ）・中村 将裕

16. 中澤 寿 （ひまわり）・奥村 雄介

17. 石井 勤雄 （MTC）・小沢 稔

18. 花岡 武 （MTC）・鮎川 龍也

19. ＢＹＥ

20. 小笠原 弘志 （東芝町）・下川 勲

21. 出口 博 （どよう）・池田 俊博

22. 荒川 豊 （フラッグ）・設楽 弘之

23. 竹下 秀樹 （STCS）・山田 久司

24. 筆宝 伸治 （クーガ）・和田 光一

25. 細川 昭男 （FYTC）・斎藤 芳宏

26. 田中 文夫 （車返TC）・関根 英夫

27. 澤田 憲作 （小柳町）・田代 貴助

28. 御所 正道 （武蔵台ク）・木村 隆夫

29. 工藤 賢二 （浅間）・佐々木 徹

30. 田島 薫 （MTC）・牛尾 勉

31. 山口 友三 （クーガ）・井上 澄夫

32. 西野 逸郎 （WING）・佐藤 久

33. 松澤 誠吾 （すばる）・谷本 正文

34. ＢＹＥ

35. 山崎 勝 （KTC）・近藤  功

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

SD-01

SD-02

SD-03

SD-04
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1. SD-01 ・ （        ）

2. SD-02 ・ （        ）

3. SD-03 ・ （        ）

4. SD-04 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 西村 仁 （宇宙ST）・斎藤 園子
2. 村手 博行 （ポパイ）・村手 真由
3. 沖村 仁志 （朝日町）・沖村 嘉代子
4. 朝倉 孝次郎 （本宿町）・朝倉 淳子
5. 及川 博明 （日鋼町）・清水 瞳
6. 園田 孝弘 （ポスト）・園田 ひろみ
7. 藤吉 昭博 （緑町）・藤吉 真弓
8. 田中 宏昌 （天神町）・田中 和子
9. 山本  賢助 （STCS）・山本 潤子
10. 冨林 正樹 （住吉町）・冨林 寿美江
11. 吉岡 祐二 （KTC）・吉岡 知子
12. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・羽毛田 美智子
13. 小林 明男 （押立町）・小林 由美子
14. 鈴木 健一 （北山町）・鈴木 佐知子
15. 松本 英興 （ひまわり）・山田 千栄子
16. 菊池 良 （はたまん）・児玉 優子
17. ＢＹＥ
18. 河内 勇 （KTC）・河内 美代子
19. 柚木崎 健一 （YNM）・柚木崎 ヌイ子
20. 桐谷 直樹 （ポパイ）・桐谷  香織
21. 大西 聡 （若松町）・大西 美治
22. 千葉 洋之 （とえてに）・上村 理恵
23. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・坂井 弘美
24. 横山 隆 （MTC）・髙津 亜矢子
25. 齋藤 賢一 （小柳町）・濱迫 眞美
26. 松下 次男 （晴見町）・土内 英子
27. 田鍋 裕之 （FWF）・吉本 久美子
28. 村上 憲生 （CAF）・宮崎 なつえ
29. あきやましろう （紅葉丘）・あきやまふみか
30. ＢＹＥ
31. 宮崎 洋 （武蔵台ク）・河原 恵子
32. Stuart Lee （FYTC）・野島 佐知子
33. 中澤 寿 （ひまわり）・佐伯 峰子
34. 蒲生 伸一 （むつ）・丸山 雅恵
35. 坂口 多恵子 （清水丘）・石村 文男
36. 椎名 彦一 （寿町）・椎名 裕子
37. 佐藤 昭彦 （四谷）・佐藤 尚子
38. 松澤 誠吾 （すばる）・相澤 まや
39. 大西 裕一郎 （とえてに）・大貫 路子
40. 肥田野 友季 （たんぽぽ）・肥田野 翔
41. 小林 優生 （YNM）・久保 久美子
42. 花岡 武 （MTC）・提嶋 明美
43. 長谷部 一志 （本町）・長谷部 真由子
44. 菅原 聖子 （浅間）・佐野 芳則
45. 永田 渉 （宮西町）・三橋 映子
46. 田中 容子 （八幡町）・藤田 茂樹
47. 岩谷 修 （白糸台）・中島 里美
48. 石丸  博之 （FWF）・今園 夏代
49. 竹村 俊英 （ポパイ）・八木下 佳世
50. 堀 淳 （東芝府中）・河瀬 萌
51. 山本 昇一 （西原町）・山本 美佐
52. 小河原 政信 （ウルトラ）・小河原 真理
53. 大桑 英一 （C.C.P）・大桑 和子
54. 井田 峰男 （ＴＴＦ）・五反田 陽子
55. 小柳 輝明 （STCS）・内海  麻里
56. 片田 旬紀 （ひまわり）・片田 洋子
57. 本井 通 （美好町）・木下 康子
58. 下川 美智恵 （ＣＨＺ）・大塚 喜隆
59. 岩崎 直樹 （西府町）・岩崎 泰子
60. 服部 靖 （住吉町）・服部 佳世
61. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）・三浦 早英子

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

MIX-01

MIX-02

MIX-03

MIX-04
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62. 菊川 善夫 （ポスト）・菊川 昌子
63. 工藤 玲 （小柳町）・工藤 千恵子
64. 岩橋 孝彦 （住吉町）・岩橋 真由美
65. 石川  洋介 （ポパイ）・今泉 晶子
66. 畠山 靖之 （STCS）・畠山 真実
67. 田中 幹康 （清水丘）・田中 里枝
68. 増元 光徳 （日鋼町）・紀洲谷 文子
69. 森 英知 （KTC）・森 正子
70. 菅谷 英美 （ひまわり）・三木 理恵子
71. 関東 紳之 （ＳＡＮＳ）・関東 裕香里
72. 加藤 剛 （ウルトラ）・川上 真帆子
73. 鮎川 龍也 （MTC）・鮎川 詩子
74. 松橋 正明 （栄町）・香川 由美
75. 土内 昌紀 （天神町）・松下 幸子
76. 椋木 誠 （東芝府中）・緒方 利江子
77. 鵜飼 敦 （FWF）・鵜飼 陽子
78. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）・大泉 武司
79. 佐藤 毅 （とえてに）・大西 加奈子
80. 高橋 正夫 （STCS）・桑田 佳恵
81. 安江 崇 （FYTC）・前 美紀
82. 今井 睦 （WING）・秋山 幸子
83. 庄野 貴也 （住吉町）・藤田 雅子
84. 守屋 直樹 （白糸台）・守屋 里美
85. 高橋 克巳 （宇宙ST）・田村 豊美
86. 斉藤 香織 （KTC）・斉藤 康信
87. 田島 薫 （MTC）・桶川 雅子
88. 池山 勉 （YNM）・工藤 順子
89. 伊藤 雄気 （緑町）・伊藤 佳祥子
90. 中村 恵 （ポパイ）・中村 寛
91. 田村 欣也 （ウルトラ）・田村 幸子
92. 清水 賢治 （STCS）・清水 良枝
93. ＢＹＥ
94. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）・吉田 敬子
95. 柴田 章 （緑町）・柴田 奏美
96. 柳田 剛 （たんぽぽ）・吉井 葉子
97. 岡部 史朗 （MTC）・岡部 尚子
98. 益田 裕一郎 （ポパイ）・益田 忍
99. 大羽 裕之 （YNM）・今井 裕美
100. 平本 昭 （片町）・平本 さえ子
101. 永井 洋之 （四谷）・永井 香織
102. 細川 和洋 （とえてに）・今野 里美
103. 太田 真輝 （ひまわり）・脇坂 みなみ
104. 遠藤 典夫 （若松町）・遠藤 美代子
105. 黒木 信介 （はたまん）・肥田野 康子
106. ＢＹＥ
107. 鈴木 勝利 （浅間）・土井 里知子
108. 中山 和也 （ＴＴＦ）・中山 真樹子
109. 鈴木 朋美 （ＡＳＴＩ）・池田 修一
110. 鈴木 英之 （幸町）・鈴木 弥生
111. 大本 貴志 （本町）・大本 裕季菜
112. 佐藤 善哉 （紅葉丘）・佐藤 敬子
113. 市瀬 博之 （住吉町）・市瀬 久美子
114. 奥村 雄介 （ひまわり）・友松 美江
115. 伊藤 仁四郎 （CAF）・村上 友希
116. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・村田 京子
117. 平井 琢二 （日新町）・高橋 恵美
118. 川添 颯 （白糸台）・川添 淳子
119. 丸山 瞬 （ＳＡＮＳ）・小林 千穂
120. 小山 英之 （すばる）・小山 満子
121. 若林 加奈子 （C.C.P）・櫻庭 隼人
122. 伊藤 和夫 （KTC）・伊藤 裕子

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

MIX-05

MIX-06

MIX-07

MIX-08
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1. 池田 祐弥 （KTC）・加藤 聖子

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 鈴木 広一 （ウルトラ）・長谷川 弘子

5. 松尾 典明 （浅間）・松尾 智依

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 和泉 綾志 （とえてに）・大山 美穂

9. 小菅 智子 （宇宙ST）・大窪 康史

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 西野 智彦 （浅間）・仲川 桜子

13. 遠藤 和美 （浅間）・海老沢 芙美子

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 柳原 敏信 （ウルトラ）・柳原 文

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
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1. 石井 勤雄 （MTC）・月本 聖子

2. 鈴木 美紀男 （ポパイ）・中務  佐規子

3. 今中 康雄 （FWF）・今中 紀子

4. 阿澄 幸夫 （浅間）・阿澄 園子

5. 八木 良尚 （武蔵台ク）・柳沢 佳子

6. 千原 諭 （クーガ）・千原 聡子

7. 斎藤 慈子 （L.C）・渡辺 明

8. 河野 吉彦 （ウルトラ）・鵜飼 久美子

9. 濱野 豊 （ＭＦＰＯ）・濱野 由美子

10. 吉本 茂 （すばる）・門西 英子

11. 井口 香二 （40-0）・石井 裕子

12. 内田 正人 （ASTC）・田中 茜

13. 山崎 勝 （KTC）・山本 静子

14. 小沢 稔 （MTC）・塚田 由紀

15. 御所 正道 （武蔵台ク）・高橋 圭子

16. 工藤 賢二 （浅間）・工藤 広子

17. 山田 英夫 （日鋼町）・山田 幸子

18. 福山 葉子 （FYTC）・山岸 正

19. ＢＹＥ

20. 久保寺 眞司 （サタデー）・飯田 寿美子

21. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・小林 立彦

22. ＢＹＥ

23. 山本 眞人 （たんぽぽ）・山本 克枝

24. 水野 都美枝 （四谷）・水野 都美枝

25. 白鳥 義治 （C.C.P）・川原田 さか江

26. 亀井 猛 （高速カブ）・相馬 京子

27. 村田 貴 （ウルトラ）・村田 綾子

1st. 2nd. 3rd.

SDM-01

SDM-02

SDM-03

SDM-04
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1. SDM-01 ・ （        ）

2. SDM-02 ・ （        ）

3. SDM-03 ・ （        ）

4. SDM-04 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子シングルス （Ａ）ブロック
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1. 太田 茂晴 （ＳＡＮＳ）

2. 古谷 和男 （晴見町）

3. 井上 和也 （Sunny）

4. 久方 淳矢 （西府町）

5. ＢＹＥ

6. ＢＹＥ

7. 竹下 大輔 （幸町）

8. 久保 善立 （ＡＳＴＩ）

9. ツノズカ トシ （住吉町）

10. 及川 博明 （日鋼町）

11. 山本  賢助 （STCS）

12. 磯野 徹弥 （南町）

13. 米倉 誠治 （日新町）

14. 櫻庭 隼人 （C.C.P）

15. 庄野 貴也 （FYTC）

16. 佐藤 剛 （CAF）

17. 大西 裕一郎 （とえてに）

18. 遠藤 典夫 （若松町）

19. 桑原 克明 （クーガ）

20. 山本 昇一 （西原町）

21. 鳥海 元哉 （新町）

22. 山本 正己 （MTC）

23. 高木 幹夫 （むつ）

24. 村井 旬一郎 （美好町）

25. 掘留 司隆 （武蔵台ク）

26. 須藤 修三 （高速カブ）

27. 浅原 一博 （C.C.P）

28. 椋木 誠 （東芝府中）

29. 大森 崇久 （南町）

30. 西村 智洋 （住吉町）

31. 高橋  亮 （ひまわり）

32. 大竹 和敏 （紅葉丘）

33. 西野 智彦 （浅間）

34. 八木 信貴 （たんぽぽ）

35. 益田 裕一郎 （ポパイ）

36. 渡邊 齊士 （ＴＴＦ）

37. 風間 健児 （ＭＦＰＯ）

38. 小柳 輝明 （STCS）

39. 伊藤 雄気 （緑町）

40. 神田 努 （C.C.P）

41. 米田 宗和 （YNM）

42. 吉田 進 （日新町）

43. 吉田 仁 （本町）

44. 岡田 密 （40-0）

45. 川村 健一 （白糸台）

46. 金子  卓巳 （サタデー）

47. 横山 隆 （MTC）

48. 末吉 弘和 （府中町）

49. 吉岡 祐二 （KTC）

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

MSA-01

MSA-02
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50. 小河原 政信 （ウルトラ）

51. 常磐木 啓 （サタデー）

52. 高橋 優 （Sunny）

53. 鷲尾 仁 （小柳町）

54. 片田 旬紀 （ひまわり）

55. Stuart Lee （FYTC）

56. 梅沢 孝一 （西府町）

57. 中村 栄孝 （武蔵台ク）

58. 内山 一晴 （C.C.P）

59. 船津 大和 （緑町）

60. 冨林 優樹 （住吉町）

61. 国光 健吾 （たんぽぽ）

62. 高橋 徹 （新町）

63. 小林 明男 （押立町）

64. 池田 祐弥 （KTC）

65. 菊池 良 （はたまん）

66. 清水 賢治 （STCS）

67. 堀 修 （本宿町）

68. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）

69. 米村 健 （紅葉丘）

70. 武田 亮 （東芝府中）

71. 田中 正人 （若松町）

72. 村手 博行 （ポパイ）

73. 高松 幸広 （SHES）

74. 古澤 清志 （C.C.P）

75. 大羽 裕之 （YNM）

76. 久徳 浩一 （住吉町）

77. 下山 健 （清水丘）

78. 川添 颯 （白糸台）

79. 永井 洋之 （四谷）

80. 肥田野 翔 （たんぽぽ）

81. 平井 琢二 （日新町）

82. 鈴木 健一 （北山町）

83. 鈴木 勝利 （浅間）

84. 貞金 浩司 （STCS）

85. 加藤 幸宏 （むつ）

86. 網代 浩公 （紅葉丘）

87. 黒木 太雅 （分梅町）

88. 金子 直之 （CAF）

89. 橘田 倫彰 （ひまわり）

90. 小宮山 浩司 （是政）

91. 市瀬 博之 （住吉町）

92. 相澤  尚巳 （サタデー）

93. 福島 秀明 （本町）

94. 中山 和也 （ＴＴＦ）

95. 岡部 史朗 （MTC）

96. 千葉 洋之 （とえてに）

97. 城野 俊樹 （C.C.P）

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

MSA-03

MSA-04
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98. 小林 立彦 （浅間）

99. 中田 徹 （C.C.P）

100. 工藤 玲 （小柳町）

101. 椎名 彦一 （寿町）

102. 藤本 直人 （ＴＴＦ）

103. ＢＹＥ

104. 石川  洋介 （ポパイ）

105. 久留間 靖之 （住吉町）

106. 佐藤 一博 （緑町）

107. 塚本 祐士 （栄町）

108. 河内 勇 （KTC）

109. 安瀬 高志 （むつ）

110. 北野 勝繁 （浅間町）

111. 加藤 雅俊 （宮町）

112. 庄野  敦也 （FYTC）

113. 上田 浩一郎 （四谷）

114. 杉泊 大輔 （CAF）

115. 大本 貴志 （本町）

116. 時田 庄悟 （たんぽぽ）

117. 萱沼 健 （高速カブ）

118. 奥田 基弘 （西府町）

119. 伊藤 憲和 （STCS）

120. 中谷 優斗 （住吉町）

121. 田中 幹康 （清水丘）

122. 赤間 尚志 （C.C.P）

123. 菅谷 英美 （ひまわり）

124. 中村 寛 （ポパイ）

125. 佐橋 賢一 （とえてに）

126. 谷本 卓弥 （住吉町）

127. 小林 謙一 （C.C.P）

128. 吉野 智政 （白糸台）

129. 菅沼 淳 （Sunny）

130. 川口 貴志 （武蔵台ク）

131. 中村 貴昭 （府中町）

132. 小林 要 （本宿町）

133. 大谷 洋輔 （日新町）

134. 宮川 清人 （むつ）

135. 伊藤 賢治 （新町）

136. 池山 勉 （YNM）

137. 末松 真一 （たんぽぽ）

138. 北田 恒行 （南町）

139. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）

140. 古郡 雅彦 （東芝府中）

141. 道原 修久 （若松町）

142. 岩田 利幸 （紅葉丘）

143. 松田 覚 （ＣＨＺ）

144. 高橋 正夫 （STCS）

145. 田村 真哉 （押立町）

146. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）

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

MSA-05

MSA-06
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147. 原田 典政 （MTC）

148. 吉村 昌晃 （すばる）

149. 畠山 靖之 （STCS）

150. 大久保 友貴 （天神町）

151. 及川 勇気 （サタデー）

152. 金沢 大志 （たんぽぽ）

153. 田中 貴大 （住吉町）

154. 蒲生 伸一 （むつ）

155. 吉川 正志 （南町）

156. 三重野 国人 （押立町）

157. 伊藤 和夫 （KTC）

158. 寺田 敏秀 （小柳町）

159. 和泉 綾志 （とえてに）

160. 杉山田 竜吾 （ＡＳＴＩ）

161. 村上 憲生 （CAF）

162. 竹村 俊英 （ポパイ）

163. 百瀬 直樹 （紅葉丘）

164. 米山 賢吾 （浅間）

165. 柳沢 恵樹 （ひまわり）

166. 中條 　隆志 （東芝府中）

167. 斉藤 新 （分梅町）

168. 桶 秀次 （住吉町）

169. 丹羽 励 （美好町）

170. 菅原 庸 （Sunny）

171. 山口 雅彦 （住吉町）

172. 鮎川 龍也 （MTC）

173. 米谷 遼平 （C.C.P）

174. 加賀田 恒介 （新町）

175. 森 英知 （KTC）

176. 足立 康徳 （たんぽぽ）

177. 碓井  伸一 （ポパイ）

178. 長谷部 一志 （本町）

179. あきやま しろう （紅葉丘）

180. 佐々木 秀明 （若松町）

181. 河村 慶一 （ＴＴＦ）

182. 安井 康二 （東芝府中）

183. 福田 勇雄 （宮西町）

184. 増澤 欣也 （日新町）

185. 増元 光徳 （日鋼町）

186. 井上 壮太 （サタデー）

187. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）

188. 矢沢 義之 （むつ）

189. 藤吉 亨 （本宿町）

190. ＢＹＥ

191. 北野 勝繁 （WING）

192. 篠原 和揮 （南町）

193. 小野 真吾 （白糸台）

194. 小澤 宏司 （是政）

195. 太田 真輝 （ひまわり）

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

MSA-07

MSA-08
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1. 五味 晃一 （浅間）

2. （        ）

3. （        ）

4. 丸山 瞬 （ＳＡＮＳ）

5. 村山 清一 （東芝府中）

6. （        ）

7. （        ）

8. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）

9. 鐘ヶ江 恵介 （ＳＡＮＳ）

10. （        ）

11. （        ）

12. 安江 崇 （FYTC）

13. 松尾 典明 （浅間）

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
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1. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）

2. 村上 友希 （CAF）

3. 濱迫 眞美 （小柳町）

4. 中山 真樹子 （ＴＴＦ）

5. 市瀬 久美子 （住吉町）

6. 大海 利枝子 （晴見町）

7. 常世田  礼子 （FYTC）

8. 桑田 佳恵 （STCS）

9. 村手 真由 （ポパイ）

10. 河内 香里 （KTC）

11. ＢＹＥ

12. 脇坂 みなみ （ひまわり）

13. 吉野 順子 （若松町）

14. 小池 かおり （L.C）

15. 月本 聖子 （宇宙ST）

16. 三浦 範子 （ＡＳＴＩ）

17. 冨林 紗耶佳 （住吉町）

18. 山本 唯璃 （本町）

19. 若林 加奈子 （C.C.P）

20. 前 美紀 （FYTC）

21. 遠藤 美代子 （若松町）

22. 野田 憂妃 （栄町）

23. 坂口 多恵子 （清水丘）

24. 友　野 亮　子 （MTC）

25. 紀洲谷 文子 （西原町）

26. 畠山 真実 （STCS）

27. 山口 裕子 （住吉町）

28. ＢＹＥ

29. 伊藤 佳祥子 （緑町）

30. 三木 理恵子 （ひまわり）

31. 鈴木 朋美 （ＡＳＴＩ）

32. 中村 恵 （ポパイ）

33. 河内 美代子 （KTC）

34. 酒井 靖子 （L.C）

35. 村田  奈美子 （とえてに）

36. 横井 麻美 （むつ）

37. 香川 由美 （府中町）

38. 菅原 聖子 （浅間）

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

WS-01

WS-02

WS-03

WS-04



■ 第54回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子シングルス （Ｂ）ブロック

- 36 -

39. 岡部 尚子 （MTC）

40. 清原 洋子 （朝日町）

41. 内海  麻里 （STCS）

42. 柴田 奏美 （緑町）

43. 佐伯 峰子 （ひまわり）

44. 長谷部 真由子 （本町）

45. 伊東 裕子 （住吉町）

46. 小林 幹子 （美好町）

47. 佐野 貴美子 （FYTC）

48. 名和 沙織 （押立町）

49. ＢＹＥ

50. 大桑 和子 （C.C.P）

51. 八木 麻衣 （紅葉丘）

52. 片田 洋子 （ひまわり）

53. 益田 忍 （ポパイ）

54. 海老沢 芙美子 （L.C）

55. 河内 希美 （KTC）

56. 大西 加奈子 （とえてに）

57. 松尾 智依 （ＡＳＴＩ）

58. 斎藤 園子 （宇宙ST）

59. 仲川 桜子 （浅間）

60. 渡辺 みどり （FYTC）

61. 霜田 晴美 （若松町）

62. 上田 紀子 （SHES）

63. 池田 智代 （KTC）

64. 高橋 恵美 （日新町）

65. 河原 恵子 （すばる）

66. ＢＹＥ

67. 宮崎 なつえ （CAF）

68. 今野 里美 （とえてに）

69. 藤田 雅子 （住吉町）

70. 友松 美江 （ひまわり）

71. 名和  沙織 （むつ）

72. 角川 加奈子 （ＳＡＮＳ）

73. 今泉 晶子 （ポパイ）

74. 朝倉 淳子 （本宿町）

75. 清水 良枝 （STCS）

76. 関東 裕香里 （東芝府中）

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

WS-05

WS-06

WS-07

WS-08
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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
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1. 朝倉 孝次郎 （本宿町）

2. 稲見 修 （C.C.P）

3. 大沼 和仁 （白糸台）

4. 三浦 孝晴 （住吉町）

5. 内田 正人 （ASTC）

6. 藤堂 文夫 （ひまわり）

7. 山崎 勝 （KTC）

8. 植竹 龍彦 （東芝府中）

9. 松井 隆昌 （MTC）

10. 荒川 恵二 （南町）

11. 種山 隆文 （片町）

12. 田中 一光 （C.C.P）

13. 鈴木 美紀男 （ポパイ）

14. 柴田 章 （緑町）

15. 千原 諭 （クーガ）

16. 田代 正登 （武蔵台）

17. ＢＹＥ

18. 宮下 博明 （C.C.P）

19. 森 弘 （白糸台）

20. 塩ノ谷 定光 （武蔵台ク）

21. 中村 将裕 （クーガ）

22. 花岡 武 （MTC）

23. 加藤 雅俊 （宮町）

24. 藤倉 純一 （分梅町）

25. 長沼 裕 （栄町）

26. 阿澄 幸夫 （浅間）

27. 開沼 聡 （C.C.P）

28. 松澤 誠吾 （すばる）

29. 奥村 雄介 （ひまわり）

30. ＢＹＥ

31. 加藤 庄司 （住吉町）

1st. 2nd. 3rd.

SS-01

SS-02

SS-03

SS-04
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1. SS-01 （        ）

2. SS-02 （        ）

3. SS-03 （        ）

4. SS-04 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 石井 勤雄 （MTC）

2. 岩崎 直樹 （西府町）

3. 渡辺 明 （ＦＴＣ）

4. 田中 文夫 （車返TC）

5. 三木 寿雄 （小柳町）

6. 平林 弘義 （東芝町）

7. 御所 正道 （武蔵台ク）

8. 武内 進 （天神町）

9. ＢＹＥ

10. 野木 晴夫 （緑町）

11. 工藤 賢二 （浅間）

12. ＢＹＥ

13. 村田 貴 （ウルトラ）

14. 川上 隆史 （浅間町）

15. 伊藤 悦敬 （武蔵台ク）

16. 仲井 真澄 （KTC）

17. 平本 昭 （片町）

18. 八木 良尚 （武蔵台ク）

19. 藤原 友夫 （武蔵台）

20. 関根 英夫 （車返TC）

1st. 2nd. 3rd.

GSS-01

GSS-02

GSS-03

GSS-04
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1. GSS-01 （        ）

2. GSS-02 （        ）

3. GSS-03 （        ）

4. GSS-04 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 川杉 知優 （明星中）・野口 諒太

2. 山田 光起 （第六中）・横井 良祐

3. 山本 飛翔 （第五中）・矢口 翔太

4. 関口 諒 （明星中）・今池 真能

5. 伊橋 和弥 （第五中）・木村 拓未

6. 吉田 修輔 （第三中）・久津美 康平

7. 酒井 祐弥 （第六中）・落合 一太

8. 福江 大樹 （第六中）・緒方 航平

9. ＢＹＥ

10. 古戸 真樹 （第六中）・伊深 拓海

11. 山田 瑠偉 （第四中）・岸 佑太郎

12. 土方 英大 （第五中）・池谷 鉄男

13. 中野 守道 （第六中）・安本 俊太

14. 永瀬 駿也 （第六中）・寺出 岳路

15. 紙山 大雅 （第五中）・横島 吏樹

16. 幸島 周平 （第九中）・鈴木 亜斗夢

17. 大橋 佑紀 （第六中）・小林 斗武

18. 日色 和真 （第六中）・森 春樹

19. 山崎 京人 （明星中）・小関 弘明

20. ＢＹＥ

21. 西 宏朗 （第六中）・唐木 貴芳

22. 東海林 瑞 （第六中）・山崎 倫太郎

23. 土方 翼 （第五中）・矢口 健太

24. 小笠原 崇矩 （明星中）・松浦 幸太郎

25. 堀 修 （第四中）・長澤 渉

26. 青木 麗斗 （第六中）・真下 駿

27. 佐々間 豊 （明星中）・川上 崇敬

28. 大森 智裕 （第三中）・鈴木 恭平

1st. 2nd. 3rd.

MDJ-01

MDJ-02

MDJ-03

MDJ-04
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1. MDJ-01 ・ （        ）

2. MDJ-02 ・ （        ）

3. MDJ-03 ・ （        ）

4. MDJ-04 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 遠藤 智英 （明星中）

2. ＢＹＥ

3. 井上 粋人 （第六中）

4. 佐藤 遥夏 （第七中）

5. 庄野 敦也 （第三中）

6. 鈴木 大南 （明星中）

7. 武藤 孝喜 （第六中）

8. 保坂 裕介 （第九中）

9. 小形 翔太 （明星中）

10. 岸 佑太郎 （第四中）

11. 谷中 郁斗 （明星中）

12. 寺澤 由詩 （第六中）

13. 鈴木 政城 （明星中）

14. 川上 崇義 （明星中）

15. 伊橋 和弥 （第五中）

16. 川岸 桂 （第六中）

17. ＢＹＥ

18. 吉盛 廉 （第八中）

19. 荒川 直輝 （南町）

20. ＢＹＥ

21. 五十嵐 悠人 （第六中）

22. 伊藤 大起 （新町）

23. 秋山 翼 （明星中）

24. 朝倉 優 （第四中）

25. 酒井 友輔 （明星中）

26. 内堀 匡人 （明星中）

27. 石谷 拓雅 （第六中）

28. 植田 竜史 （第六中）

29. 辻井 敏和 （明星中）

30. 加藤 歩 （明星中）

31. 鈴木 祥大 （第一中）

32. 寺出 岳人 （第六中）

33. 上野山 拓 （第八中）

34. 山田 瑠偉 （第四中）

35. ＢＹＥ

36. 高野 来 （明星中）

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

MSJ-01

MSJ-02

MSJ-03

MSJ-04
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1. MSJ-01 （        ）

2. MSJ-02 （        ）

3. MSJ-03 （        ）

4. MSJ-04 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 磯沼 美優 （明星中）・佐野 彩香

2. 津金 奈々子 （明星中）・曽我 眞衣

3. 村川 颯紀 （第六中）・川村 萌

4. 澤野 真秀 （浅間中）・島田 実季

5. 佐藤 舞桃 （第六中）・髙田 彩華

6. 白石 鼓野呼 （第十中）・原野 友紀

7. 前田 麻優 （紅葉丘）・小勝 香穂

8. 榎本 真由 （明星中）・樫本 実紅

9. 藤倉 佑未 （第三中）・鈴木 美南

10. 石綿 ひなの （第二中）・宮入 かおり

11. 尾林 菜穂 （明星中）・甲斐 ゆりか

12. 堤 和花菜 （第十中）・奥田 みちる

13. 尾口 藍也奈 （明星中）・大野 彩香

14. 清水 萌花 （浅間中）・大塚 まこも

15. 佐久間 穂乃香 （第六中）・直井 優花

16. 林 茉璃乃 （明星中）・津金 真由

17. ＢＹＥ

18. 五味 美雪 （明星中）・齋藤 多佳美

19. 仲澤 美結 （第六中）・井出 ふゆ

20. 福本 ひな子 （浅間中）・茂木 麻莉菜

21. 堀内 真美 （第六中）・江本 佳弥

22. 森田 梨花 （第三中）・坂本 華里

23. 前田 麻優 （紅葉丘）・小勝 香穂

24. 篠塚 未羽 （第九中）・髙久 まい

25. 中野目 彩夏 （第十中）・岡本 彩花

26. 菅本 千穂 （第六中）・杉本 香月

27. 阿久津 桃子 （浅間中）・葛巻 怜香

28. 望月 明子 （第六中）・小栁 巴菜

29. 津田 茉友子 （明星中）・皆川 千尋

30. ＢＹＥ

31. 山崎 彩奈 （明星中）・木口 幸実

1st. 2nd. 3rd.

WDJ-01

WDJ-02

WDJ-03

WDJ-04
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1. WDJ-01 ・ （        ）

2. WDJ-02 ・ （        ）

3. WDJ-03 ・ （        ）

4. WDJ-04 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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1. 保谷 成美 （第三中）

2. 出口 貴子 （第六中）

3. 杉本 玲緒奈 （第二中）

4. 後藤 里奈 （第六中）

5. 吉本 菜々子 （明星中）

6. 三沢 梨乃 （第五中）

7. 荒木 和乃 （第六中）

8. 諏訪 珠世 （明星中）

9. 府金 杏美 （第六中）

10. 久留間 凛 （第十中）

11. 藤倉 佑未 （第三中）

12. 森 光彩紀 （第十中）

13. 岸 真莉亜 （明星中）

14. 黒田 春菜 （第六中）

15. 相田 知穂 （第五中）

16. ＢＹＥ

17. 大櫃 美夏 （第六中）

18. 雨宮 萌 （第六中）

19. ＢＹＥ

20. 白石 日代呼 （第十中）

21. 入江 美柚 （第六中）

22. 堀内 岬 （第五中）

23. 北澤 奈々 （第二中）

24. 森田 梨花 （第三中）

25. 長谷川 愛 （第六中）

26. 中村 巴美 （明星中）

27. 杉本 彩花 （第六中）

28. ＢＹＥ

29. 山本 雛子 （第十中）

30. 青山 希 （第二中）

31. ＢＹＥ

32. 金城 有李 （第六中）

33. 秋本 栞利 （第五中）

34. 林 昌美 （第六中）

35. 大川 みなみ （明星中）

36. 坂本 華里 （第三中）

37. 秋元 ののか （第十中）

38. 新木 郁菜子 （第六中）

39. 高村 莉奈 （第五中）

40. 佐藤 あさひ （第六中）

41. 渋谷 友香 （第二中）

42. 加藤 玲奈 （白糸台）

43. 網代 千紗 （紅葉丘）

44. 設樂　 愛弓 （第六中）

45. 平澤 裕美 （明星中）

46. 江口 琴音 （第三中）

1st. 2nd. 3rd.

WSJ-01

WSJ-02

WSJ-03

WSJ-04

WSJ-05

WSJ-06

WSJ-07

WSJ-08
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1. WSJ-01 （        ）

2. WSJ-02 （        ）

3. WSJ-03 （        ）

4. WSJ-04 （        ）

5. WSJ-05 （        ）

6. WSJ-06 （        ）

7. WSJ-07 （        ）

8. WSJ-08 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝
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■	 第54回府中市民体育大会(秋季大会)	 男子ジュニア小シングルス	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	 結果	 順位	 

A	 

1	 山田	 隼也	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 	 

2	 川部	 孝太	 (住吉SC）	 	 	 	 	 	 	 

3	 河内	 	 圭	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 	 

4	 猪股	 颯真	 (住吉SC）	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 8	 9	 10	 結果	 順位	 

C	 

8	 小澤	 夏輝	 (第八小)	 	 	 	 	 	 

9	 中関	 	 悠	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

10	 藤盛	 修伍	 	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 	 	 

	 	 	 	 11	 12	 13	 結果	 順位	 

D	 

11	 三田	 	 遼	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

12	 松本	 知輝	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

13	 千田	 春成	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 	 	 

	 	 	 	 14	 15	 16	 結果	 順位	 

E	 

14	 岡	 	 弘平	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

15	 吉野	 智貴	 (白糸台)	 	 	 	 	 	 

16	 市川	 太一郎	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 17	 18	 19	 結果	 順位	 

F	 

17	 臼井	 歩	 (南白糸台小)	 	 	 	 	 	 

18	 斉藤	 慧祐	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

19	 大島	 慈斗	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 20	 21	 22	 結果	 順位	 

G	 

20	 藤本	 留伊	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

21	 中出	 祐介	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

22	 恩田	 仁	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 	 	 

	 	 	 	 23	 24	 25	 26	 結果	 順位	 

H	 

23	 木村	 啓介	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 	 

24	 緒方	 颯寿	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 	 

25	 渡辺	 皓太	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 	 

26	 渡邊	 万優	 (むさしの学園)	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 5	 6	 7	 結果	 順位	 

B	 

5	 中山	 雄太	 (第四小)	 	 	 	 	 	 

6	 稲垣	 アレクサンドル	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

7	 臼井	 匠	 (南白糸台小)	 	 	 	 	 	 
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■	 第54回府中市民体育大会(秋季大会)	 男子ジュニア小シングルス	 	 	 	 

	 (二日目)	 

	 各ブロック1位による決勝トーナメント。	 

	 
A	 	 (	 	 )	 ──┐	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─┐	 	 	 
B	 	 (	 	 )	 ──┘	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├──┐	 
C	 	 (	 	 )	 ──┐	 │	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─┘	 	 │	 
D	 	 (	 	 )	 ──┘	 	 	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├──	 
E	 	 (	 	 )	 ──┐	 	 	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─┐	 	 │	 
F	 	 (	 	 )	 ──┘	 │	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├──┘	 
G	 	 (	 	 )	 ──┐	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─┘	 
H	 	 (	 	 )	 ──┘	 
	 
	 
三位決定戦	 
	 	 (	 	 )	 ──┐	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─	 
	 	 (	 	 )	 ──┘	 
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■	 第54回府中市民体育大会(秋季大会)	 女子ジュニア小シングルス	 	 	 
	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 4	 5	 6	 結果	 順位	 

B	 

4	 菊池	 妙	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

5	 庄野	 莉彩子	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

6	 桑山	 葵	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 7	 8	 9	 結果	 順位	 

C	 

7	 福田	 千夏	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

8	 飯嶋	 ほほ実	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

9	 稲垣	 萌唯	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 10	 11	 12	 結果	 順位	 

D	 

10	 柳田	 真海	 (第六小)	 	 	 	 	 	 

11	 内藤	 舞衣	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

12	 古野	 朱音	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 13	 14	 15	 結果	 順位	 

E	 

13	 芳須	 友希乃	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

14	 大良	 夏萌	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

15	 大塚	 愛	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 16	 17	 18	 結果	 順位	 

F	 

16	 長谷部	 遥	 (第三小)	 	 	 	 	 	 

17	 中村	 咲	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

18	 奥田	 千咲	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 	 	 19	 20	 21	 結果	 順位	 

G	 

19	 大廣	 あい奈	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

20	 宇野	 真瞳香	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

21	 篠田	 優菜	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
	 
	 

	 	 	 	 1	 2	 3	 結果	 順位	 

A	 

1	 松原	 夏海	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 

2	 北澤	 未有	 (紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

3	 國重	 結菜	 (住吉SC)	 	 	 	 	 	 
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■	 第53回府中市民体育大会(秋季大会)	 女子ジュニア小シングルス	 	 	 

	 (二日目)	 

	 各ブロック1位による決勝トーナメント。	 

	 
A	 	 (	 	 )	 ────┐	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├──┐	 
B	 	 (	 	 )	 ──┐	 │	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─┘	 	 │	 
C	 	 (	 	 )	 ──┘	 	 	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├──	 
D	 	 (	 	 )	 ──┐	 	 	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├──┐	 │	 
E	 	 (	 	 )	 ──┘	 	 │	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├─┘	 
F	 	 (	 	 )	 ──┐	 	 │	 
	 	 	 	 	 	 	 ├──┘	 
G	 	 (	 	 )	 ──┘	 
	 
	 
三位決定戦	 
	 	 (	 	 )	 ──┐	 
	 	 	 	 	 	 	 ├─	 
	 	 (	 	 )	 ──┘	 

■	 第53回府中市民体育大会(秋季大会)	 女子ジュニア小ダブルス	 
	 

	 	 	 	 1	 2	 3	 結果	 順位	 

A	 

1	 
福島	 寧々	 

坂根	 涼々	 
(紅葉丘J)	 	 	 	 	 	 

2	 
寺田	 碧	 

和田	 奈津美	 
(住吉SC)	 	 	 	 	 	 

3	 
穴井	 涼花	 

高木	 美羽	 
(住吉SC)	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 4	 5	 6	 結果	 順位	 

B	 

4	 
伊東	 ゆきね	 

清水	 咲希	 
(住吉SC)	 	 	 	 	 	 

5	 
小野	 明日香	 

佐藤	 日菜子	 
(住吉SC)	 	 	 	 	 	 

6	 
杉本	 玲緒奈	 

澁谷	 友香	 
(住吉SC)	 	 	 	 	 	 

	 

決勝戦	 

	 Aブロック1位	 	 	 	 (	 )	 ──┐	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ├─	 
	 Bブロック1位	 	 	 	 (	 )	 ──┘	 
	 

三位決定戦	 

	 Aブロック2位	 	 	 	 (	 )	 ──┐	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ├─	 
	 Bブロック2位	 	 	 	 (	 )	 ──┘	 
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■	 第54回府中市庭球大会	 (市民大会)	 団体戦	 

団体戦Ａ【予選日ドロー表】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

会場 No. チーム名 代表者 集合
決勝日１(府中の森) 1 SANS 角川	 英己 9時
決勝日２(府中の森) 2 SHES 菊川	 和樹 9時
決勝日３(府中の森) 3 ウルトラセブン 村田	 桂三郎 9時
決勝日４(府中の森) 4 Sunny 青木	 ひとみ 9時
小柳（Ａ） 5 東芝府中Ａ 村山	 清一 9時
小柳（Ａ） 6 FYパセリ 新免	 芳史 9時
小柳（Ａ） 7 ＴＴＦ 中山	 和也 11時
小柳（Ｂ） 8 C.C.P 若林	 加奈子 9時
小柳（Ｂ） 9 宇宙ステーション田村	 茂 9時
小柳（Ｂ） 10 むつごろう 丸山	 雅恵 11時
小柳（Ｃ） 11 ASTI 三浦	 泰一 9時
小柳（Ｃ） 12 とえてに 大西	 裕一郎 9時
小柳（Ｃ） 13 FTC－A 佐伯	 義夫 11時
小柳（Ｄ） 14 MTC-C 小沢	 稔 9時
小柳（Ｄ） 15 KTCアーリー 近藤	 功 9時
小柳（Ｄ） 16 浅間A 西野	 智彦 11時 	 
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団体戦Ｂ	 【予選日ドロー表】	 

会場 ブロック No. チーム名 代表者 集合
1 田島塾 吉岡	 祐二 9時
2 車返テニスクラブ 田中	 文夫 9時
3 パパイヤバンゴー 曲田	 浩展 11時
4 PEACE 木下	 康子 9時
5 たんぽぽ 山本	 眞人 9時
6 フレンズ 中	 豊 11時
1 すばる 吉村	 昌晃 9時
2 さかえＴＣ 佐野	 茂吉 9時
3 STCS 清水	 賢治 11時
4 ひまわり 山田	 千栄子 9時
5 ポパイ 鈴木	 美紀男 9時
6 ブルーフラッグ 荒川	 豊 11時
1 サタデー 久保寺	 眞司 9時
2 KTCモーニング 戸田	 佳子 9時
3 チャリーズ 松田	 覚 11時
4 クーガ 和田	 光一 9時
5 レディースサークル 斎藤	 慈子 9時
6 FYファン 新免	 芳史 11時
1 FTCーB 高田	 重也 9時
2 Cクラブ 須崎	 孝司 9時
3 浅間Z 土井	 里知子 11時
4 ウエスト 穂高	 たつ美 9時
5 C.C.P.S 白鳥	 義治 9時
6 平成 神沢	 浩一 11時
1 クリス 青柳	 恵子 9時
2 東芝府中ＵＴＦ 堀	 淳 9時
3 MTC-M 横山	 隆 11時
4 40-0 渡邊	 幹男 9時
5 ウルトラマン 村田	 桂三郎 9時
6 ＧＭＴ 岩崎	 直樹 11時
1 スマイル 水野	 都美枝 9時
2 高速 高久	 正夫 9時
3 武蔵台Ｔ．Ｃ 伊藤	 悦敬 11時
4 T.T.P 殿村	 康一 9時
5 Olive 冨林	 寿美江 9時
6 ウイング府中 西野	 逸郎 11時
1 チームズムサダ 貞金	 浩司 9時
2 やんないみどるず 大羽	 裕之 9時
3 どよう　クラブ 出口	 博 11時
4 小柳南 二ッ柳	 隆彦 9時
5 CAF 伊藤	 仁四郎 9時
6 セカンドクラブ 嶋野	 利明 11時
1 ひま人倶楽部 久保	 久美子 9時
2 ラヴィラ選抜-A 野平	 忠彦 9時
3 POST 園田	 孝弘 11時

B

平和の森

日新第二

A

B

B

紅葉丘第二

A

A住吉

B

A

B

A

B

A

日新

A

B

A

四谷

若松

寿町

	 

団体戦Ｂの各会場は最大６チームでトーナメント対戦とします。番号の位置での対戦となります。棄権お

よび失格が多かったブロックは組み直し(もしくはリーグ戦)をし、集合時間も変更になります。	 

初戦は１と２及び４と５とし各1面使用９時集合。残り３と６は11時集合。	 
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【決勝日ドロー】	 

勝者は次の対戦場所へ結果(対戦表)を持って移動し、決勝まで勝者に渡し続けて下さい。	 

優勝団体はすべての結果をコートレフリーに渡して下さい。表彰は府中の森で行います。	 

このドロー表は、予選日に試合が十分に消化されたときに使用されます。	 

雨天等により、予備日コート使用のときの集合コート等詳細は、10月16日９時府中の森にて決定します。	 

勝ち残っているチームは雨天でも確認に来場ください。予備日使用のときは確保コート数が少ないため、

試合形式等変更することもあります。	 

団体戦A 

ＳＡＮＳ

都立府中の森

Ａブロック勝者

都立府中の森

Ｂブロック勝者

都立府中の森

Ｓｕｕｎｙ

都立府中の森 3位決定戦

都立府中の森 優勝

ウルトラセブン

都立府中の森

Ｃブロック勝者

都立府中の森

Ｄブロック勝者

都立府中の森

ＳＨＥＳ
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団体戦B	 

日新第二の勝者

住吉の勝者

小柳

紅葉丘第二の勝者

日新の勝者

優勝

四谷の勝者

若松の勝者

寿町の勝者

平和の森の勝者

小柳

小柳

3位決定戦

小柳

小柳

小柳

小柳

小柳

	 

勝者は小柳に結果(対戦表)を持って移動し、小柳のコートレフリーに渡してください。	 

表彰も小柳で行います。	 

このドロー表は、予選日に十分に消化されたときに、10月16日に使用されます。	 

予備日使用のときの集合コート等は、10月16日小柳コートにて決定します。	 

勝ち残っているチームは雨天でも確認に来場ください。	 

予備日使用のときは確保コート数が少ないため、試合形式等変更することもあります。	 

決勝日1回戦敗者はそのままコートをご使用ください。	 

勝者の移動は可能な限り迅速にお願いいたします。また決定次第コートレフリーまで連絡をお願いします。

団体戦Ｂ勝者には優勝旗はありません。	 
	 

【会場】	 

10月9日(日)(予選日)	 

	 小柳４面・四谷・若松・寿町・平和の森・紅葉丘第二・日新・日新第二・住吉	 

10月16日(日)(予選予備日)	 

	 四谷・若松・寿町・平和の森・紅葉丘第二・日新・日新第二・住吉･府中の森6面	 

10月16日(日)(決勝日)	 

	 府中の森6面・小柳4面・四谷・若松・寿町・平和の森・紅葉丘第二・日新・日新第二・住吉	 

10月23日(日)・11月6日(日)(決勝予備日)	 

	 小柳4面・四谷・若松・寿町・平和の森	 

【コートレフリー】	 

予選日においてはコートレフリーはおりません。進行は参加チーム全体で協力して行ってください。本団

体戦は参加者による運営を目指しています。ただ試合に参加するだけでなく、よりいい試合になるよう協

力をお願いします。お互いが府中のテニス団体であることを信用しましょう。報告は勝ち残りチームが行

い、全対戦表も勝ち残りチームが収集して決勝日にお持ちください。	 

【ルール上の注意】	 

・	 ミックスに女子ダブルスを代用することはできません。	 

・	 1セットの形式は最終参加チーム数で決定します。	 
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・	 １回戦は勝敗の決定にかかわらず、５試合行われます。２回戦以降は３勝打ち切り、ノーアドバンテ

ージ方式。	 (1会場６チームの場合、最大で25セットです。フルルールでも８時間で通常は消化できま

す。)	 

【開会式】	 

・	 ９月１８日(日)開会式に1チームごとに最低1名出席ください。出席なき場合は失格となります。	 

	 

・	 チーム構成は最小１０名・最大１６名とします。名簿は指定された用紙に正確に記載して、開会式に

て提出、構成員は在住・在勤の必要があります。連盟会員の場合は会員コードのみでOKです。在勤の

方の場合は、在勤の住所電話番号までお書きください。（名簿未提出も同様失格です）	 

	 

	 

・	 会場は陸上競技場ですが、集合は市民野球場観客席に午前８時３０分になります。観客席側に種目の

プラカードがありますので、庭球の名前を探しその後ろに着席してお待ちください	 

	 

・	 開会式は整列後、入場行進をして、各種行事が終わるまで参加いただきます。行進時に荷物は持たな

いようお願いします。午前中には終了します。開会式集合中に役員が名簿を収集する予定です。	 

【その他注意事項】	 

・	 ボールは持ち寄りです。1チームにつき未開封缶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。勝ち残りが未開封缶をもらいうけます。セットボールは敗者チーム

がお持ち帰りください。決勝日・決勝戦チームは未開封缶を３位決定戦に提供ください。３位決定戦

のセットボールは決勝チームに戻してください	 

	 

・	 すべてのメンバーが、市民大会参加条件を満たす必要があります。メンバ-の参加条件に違反のあった

ときは失格とします	 

	 

・	 団体戦は会場に大変多くの人が集まります。是非自転車でお越しください。駐車違反により試合進行

に影響のあったときは失格となります。また駐車場におけるいかなるトラブルにも責任は負いかねま

すのでご承知ください	 

	 

・	 コート周辺での応援は周辺住宅に迷惑がかからないよう配慮お願いします	 

	 

・	 試合前にドロー(出場選手の名前)を交換します。指定の用紙を使用してください。この用紙に結果を

書き込み、勝ち残りが受け取り、会場の最終勝者が決勝日に全試合結果を持ち込んでください	 

	 

・	 棄権するチームは事前（開会式前に）に大会委員長へ必ず連絡ください。無断棄権は対戦チームへ大

変な迷惑がかかります。	 
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【団体戦出場登録：開会式に提出】	 
以下の項目をもれなく記入下さい。連盟会員の方は、住所以降の記入の必要はありません。在住の方は勤務先名以降の記入の必要はありません。	 

チーム名:	 
	 

連盟会員数	 	 	 	 	 	 名	 

在住者数	 	 	 	 	 	 名	 

市外在住府中市在勤者	 	 	 	 	 	 名	 

合計	 	 	 	 	 	 名	 
	 

No.	 姓	 名	 性別	 会員コード	 壮年・一般	 
住所(在住は町名から	 
市外は都県から)	 

電話番号	 勤務先名	 
勤務先住所	 
(町名から)	 

勤務先電話番号	 

1	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

2	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

3	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

4	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

5	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

6	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

7	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

8	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

9	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

10	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

11	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

12	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

13	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

14	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

15	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 

16	 	 	 女・男	 	 壮年・一般	 	 	 	 	 	 
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【対戦表】 
 

会場:      予選日・決勝日 (○を付けてください) 

 

 チーム名: スコア チーム名: 

D3(制限無し)   ×   

女子D   ×   

MIX・壮年   ×   

D2(制限無し)   ×   

D1(制限無し)   ×   

合計 勝 × 勝

 

左側に自分のチームのチーム名/選手名を書き込み、対戦挨拶の時に相手チームに渡してください。 

相手チームから渡された用紙の右側に自分のチームのチーム名/選手名を書き込み、試合結果を記入して、

最後の礼の時に相手チームとスコアの確認をしてください。 

すべての対戦表は、勝ち残りのチームが保管し、決勝日に持って来てください。 

 

 

 

 

 

【対戦表】 
 

会場:      予選日・決勝日 (○を付けてください) 

 

 チーム名: スコア チーム名: 

D3(制限無し)   ×   

女子D   ×   

MIX・壮年   ×   

D2(制限無し)   ×   

D1(制限無し)   ×   

合計 勝 × 勝

 

左側に自分のチームのチーム名/選手名を書き込み、対戦挨拶の時に相手チームに渡してください。 

相手チームから渡された用紙の右側に自分のチームのチーム名/選手名を書き込み、試合結果を記入して、

最後の礼の時に相手チームとスコアの確認をしてください。 

すべての対戦表は、勝ち残りのチームが保管し、決勝日に持って来てください。 



−	 	 −	 61	 

■	 歴代入賞者の記録	 
(年度/大会番号	 対照表)	 

	 春季	 秋季	 市民大会	 冬季	 流行語	 世相	 

昭和46年度	 	 1回	 14回	 2回	 ガンパラなくっちゃ	 雫石空中衝突事件	 

昭和47年度	 3回	 4回	 15回	 5回	 三角大福	 札幌オリンピック	 

昭和48年度	 6回	 7回	 16回	 8回	 石油ショック	 石油ショック	 

昭和49年度	 9回	 10回	 17回	 11回	 狂乱物価	 田中内閣総辞職	 

昭和50年度	 12回	 13回	 18回	 14回	 赤ヘル	 第1回先進国首脳会議	 

昭和51年度	 15回	 16回	 19回	 17回	 記憶にございません	 5ツ子誕生	 

昭和52年度	 18回	 19回	 20回	 20回	 ょっしゃ、ょっしゃ	 王、本塁打世界記録	 

昭和53年度	 21回	 22回	 21回	 23回	 窓ぎわ族	 国内初女子フルマラソン	 

昭和54年度	 24回	 25回	 22回	 26回	 天中殺	 国公立共通1次試験実施	 

昭和55年度	 27回	 28回	 23回	 29回	 カラスの勝手でしょ	 大平首相急死	 

昭和56年度	 30回	 31回	 24回	 32回	 ハチの一刺し	 ヨハネ・パウロ2世来日	 

昭和57年度	 33回	 34回	 25回	 35回	 ネクラ	 フォークランド島紛争	 

昭和58年度	 36回	 37回	 26回	 38回	 おしん	 中曽根内閣成立	 

昭和59年度	 39回	 40回	 27回	 41回	 ○金○ビ	 怪人ニ十一面相事件	 

昭和60年度	 42回	 43回	 28回	 44回	 ダッチロール	 日航ジャンボ機墜落	 

昭和61年度	 45回	 46回	 29回	 47回	 新人類	 府中市庭球連盟15周年	 

昭和62年度	 48回	 49回	 30回	 50回	 朝シャン	 国鉄民営化	 

昭和63年度	 51回	 52回	 31回	 53回	 シーマ現象	 ソウルオリンピック	 

平成1年度	 54回	 55回	 32回	 56回	 24時間ﾀﾀｶｴﾏｽｶ	 天安門事件	 

平成2年度	 57回	 58回	 33回	 59回	 オヤジギャル	 東西ドイツ統一	 

平成3年度	 60回	 61回	 34回	 62回	 地球にやさしい	 府中市庭球連盟20周年	 

平成4年度	 63回	 64回	 35回	 65回	 ほめ殺し	 バルセローナオリンピック	 

平成5年度	 66回	 67回	 36回	 68回	 Ｊリーグ	 ＴＡＭＡらいふ２１	 

平成6年度	 69回	 70回	 37回	 71回	 ヤンママ	 日本女性向井千秋初宇宙飛行	 

平成7年度	 72回	 73回	 38回	 74回	 がんばろう神戸	 阪神・淡路大震災	 	 

地下鉄サリン事件	 

平成8年度	 75回	 76回	 39回	 77回	 援助交際	 府中市庭球連盟25周年	 

平成9年度	 78回	 79回	 40回	 80回	 たまごっち	 消費税５％に引き上げ	 

平成10年度	 81回	 82回	 41回	 83回	 だんご3兄弟	 長野オリンピック開催	 

平成11年度	 84回	 85回	 42回	 86回	 リベンジ	 東海村ＪＣＯ臨界事故	 

平成12年度	 87回	 88回	 43回	 89回	 Ｑちゃん	 シドーニオリンピック	 

平成13年度	 90回	 91回	 44回	 92回	 ブロードバンド	 アメリカ同時多発テロ	 

平成14年度	 93回	 94回	 45回	 95回	 タマちゃん	 ワールドカッﾌﾟ日韓大会	 

平成15年度	 96回	 97回	 46回	 98回	 バカの壁	 イラク戦争勃発	 

平成16年度	 99回	 100回	 47回	 101回	 チョー気持ちいい	 新潟県中越地震	 

平成17年度	 102回	 103回	 48回	 104回	 クールビズ	 愛知万博開催	 

平成18年度	 105回	 106回	 49回	 107回	 イナバウワー	 第１回ＷＢＣ日本優勝	 

平成19年度	 108回	 109回	 50回	 110回	 ハニカミ王子	 郵政民営化	 

平成20年度	 111回	 112回	 51回	 113回	 アラフォー	 リーマンショック株式大暴落	 

平成21年度	 114回	 115回	 52回	 116回	 政権交代	 新型インフルエンザ大流行	 

平成22年度	 117回	 118回	 53回	 119回	 ゲゲゲの	 チリ落盤事故	 
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 男子シングルス(A)	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

4回	 数乗恒明(NEC)	 宮村	 宏(航自)	 府川直弘(東芝)	 

7回	 宮村	 宏(航自)	 庄司紘史(都庁)	 井家(一般)	 

10回	 府川直弘(東芝)	 庄司紘史(都庁)	 近藤好久(NEC)	 

13回	 佐久間(FTC)	 中村吉宏(東芝)	 上田達男(FTC)	 

16回	 府川直弘(東芝)	 数乗恒明(NEC)	 菅原浩一郎(NEC)	 

19回	 寺尾克司(FTC)	 木村1(航自)	 内山幹夫(NTC)	 

22回	 木甲斐節生(東芝)	 数乗恒明(NEC)	 斉藤	 雅(NTC)	 

28回	 大山純之(天神町)	 斉藤繁広(NEC)	 佐山一夫(東芝)	 

31回	 弦巻信夫(航自)	 植竹龍彦(東芝)	 岡本正勝(東芝)	 

37回	 斉藤繁広(NEC)	 古城門晋(アネルパ)	 室谷	 健(ドヨウ)	 

46回	 矢ケ崎隆夫(押立町)	 室谷	 健(ドヨウ)	 −	 

49回	 小田切道人(空自)	 斉藤繁広(NEC)	 津田幸裕(車返)	 

52回	 室谷	 健(ドヨウ)	 山口大輔(NEC)	 奥山直哉(緑町)	 

55回	 山口大輔(NEC)	 岡野公浩(センター)	 大山純之(ドヨウ)	 

58回	 山口大輔(NEC)	 石田隆之(NEC)	 佐々木英明(NEC)	 

61回	 岡野公浩(センター)	 石田隆之(NEC)	 高橋敏彦(東芝エンジ)	 

64回	 三枝謙郎(NEC)	 奥山直哉(FTC)	 滝川直樹(NTC)	 

67回	 櫻井博臣(FTC)	 大山純之(ドヨウ)	 石田隆之(NEC)	 

70回	 小林立彦(押立町)	 三浦洋之(NTC)	 吉野智政(白糸台)	 

73回	 熊谷賢(多磨町)	 大山純之(ドヨウ)	 三枝謙郎(NEC)	 

76回	 奥山直哉(FTC)	 工藤	 玲(FTC)	 櫻井博臣(FTC)	 

82回	 三枝謙郎(NEC)	 古城門晋(アネルパ)	 福田篤史(SANS)	 

85回	 吉田	 徹(東芝)	 ニツ柳裕隆(FTC)	 三枝謙郎(NEC)	 

88回	 三枝謙郎(NEC)	 吉田徹(東芝)	 津田幸裕(FTC)	 

91回	 佐伯義夫(ひまわり)	 小林立彦(浅間)	 三枝謙郎(NEC)	 

94回	 シングルスA種目廃止	 

 男子シングルス(B)	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

7回	 舟木(航自)	 山田(航自)	 相吉丈雄(東芝)	 

10回	 岩崎直樹(東芝)	 弦巻信夫(航自)	 吉田(航自)	 

13回	 鈴木宣夫(航自)	 秋本賢治(個人)	 平野徹ニ(府東高)	 

16回	 青木	 強(個人)	 島田和夫(NEC)	 博田能民(東芝)	 

19回	 沢野	 徹(東芝)	 渋谷秀樹(府東高)	 殿村向久(武蔵台)	 

22回	 大山純之(天神町)	 上村耕造(東芝)	 山本良蔵(晴見町)	 

28回	 小泉	 享(西府町)	 塩野啓ニ(北南建)	 尾川(府中高)	 

31回	 小川一郎(宮町)	 梅崎	 悟(東芝)	 大竹俊彦(分梅町)	 

37回	 坂野次男(北南建)	 飯島富士夫(航自)	 佐藤充男(航自)	 

40回	 木村輝夫(浅間)	 青木	 猛(車返)	 浜崎哲ニ(ドヨウ)	 

43回	 尾崎郁哉(若松町)	 堀岡	 賢(南町)	 河田清尊(若松町)	 

46回	 野村長広(浅間)	 大森公一(センター)	 川崎正章(NEC)	 

49回	 金沢(日新町)	 出口	 博(ドヨウ)	 穴田	 充(浅間)	 

52回	 岡野公浩(南町)	 池田	 隆(片町)	 山口昌弘(浅間)	 

55回	 芳賀邦正(SANS)	 山田英夫(日鋼町)	 白澤宏規(SANS)	 

61回	 工藤	 玲(小柳町)	 本田	 進(NEC)	 佐々木啓治(朝日町)	 

64回	 松竹詔征(空自)	 蓮見慎吾(FTC)	 吉田光晴(白糸台)	 

67回	 篠原克夫(アネルパ)	 松村	 守(東芝町)	 久我口正徳(武蔵台ク)	 

70回	 廣田圭一(東芝FA)	 高木哲朗(住吉町)	 植松政数(宮西町)	 

73回	 堀淵伸ニ(東芝町)	 重政孝弘(NEC)	 上田誠司(FTC)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

76回	 篠田勝義(TCT)	 中村	 毅(NEC)	 飯塚	 章(白糸台)	 

79回	 高草木雄一(清水丘)	 出口	 博(本町)	 石山真弘(幸町)	 

82回	 桜井	 宏(府中町)	 大河原朋晴(東芝)	 大瀬良光博(サーティー)	 

85回	 鈴木和夫(SANS)	 鮎川龍也(STC)	 栗原直樹(清水丘)	 

88回	 北田恒行(幸町)	 大岡健ニ郎(新町)	 後藤文彦(府中町)	 

91回	 村上和也(東芝)	 吉村	 哲(府中町)	 河本	 倫(アネルパ)	 

94回	 手嶋	 剛(HP)	 安井康ニ(美好町)	 滝島健吾(紅葉丘)	 

97回	 三枝謙郎(NEC)	 吉田	 徹(東芝)	 小林立彦(浅間)	 

100回	 吉田	 徹(東芝)	 桜井	 宏(FTC)	 小林立彦(浅間)	 

103回	 柳原敏信(若松町)	 Stuart	 Lee	 (FYTC)	 桜井	 宏(FTC)	 

106回	 角川英樹(SANS)	 桜井	 宏(FTC)	 安江	 崇(FYTC)	 

109回	 StuartL	 ee	 (FYTC)	 桜井	 宏(FTC)	 角川英樹(SANS)	 

112回	 吉田	 徹(東芝)	 荒井秀之(東芝)	 鐘ケ谷恵介(若松町)	 

115回	 鐘ヶ江恵介（SANS）	 角川英樹(SANS)	 菊川和樹(SHES)	 

118回	 五味晃一（浅間）	 柳原敏信（ウルトラ）	 角川英已（SANS）	 

 女子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

4回	 古賀ひろ子(FTC)	 宿谷由喜子(個人)	 出縄万理子(個人)	 

7回	 宮下洞模子(個人)	 出縄万理子(個人)	 	 山県和子(FTC)	 

10回	 今村敦子(FTC)	 和泉(府高)	 	 高橋(府高)	 

13回	 宮下洞模子(一般)	 小坂悠紀子(FTC)	 	 市来房枝(FTC)	 

16回	 今村敦子(FTC)	 小林美和(府高)	 	 小坂悠紀子(FTC)	 

19回	 沢田百合子(個人)	 今村敦子(FTC)	 	 横田光子(航自)	 

22回	 石原閑子(ドヨウ)	 笠井真弓(NEC)	 	 平林朋子(矢崎町)	 

28回	 今村敦子(FTC)	 石原閑子(ドヨウ)	 	 市来房枝(FTC)	 

31回	 後藤正子(個人)	 犬飼典子(ドヨウ)	 	 内山史子(押立)	 

37回	 彌寝佳代子(ホープ)	 斉藤由紀子(分梅)	 	 室谷嘉津子(ドヨウ)	 

46回	 一村由美子(FTC)	 青木三寿寿(車返)	 	 山上麻子(トップ)	 

49回	 斉藤由紀子(ドヨウ)	 清水(新町)	 	 品川由利子(東芝)	 

52回	 一村由美子(FTC)	 平林由美子(浅間)	 	 品川由利子(東芝)	 

55回	 一村由美子(FTC)	 作道いづみ(CTC)	 	 斉藤由紀子(分梅町)	 

58回	 一村由美子(FTC)	 伊藤康代(緑町)	 	 高地しおり(センター)	 

61回	 一村由美子(FTC)	 斎藤慈子(FTC)	 	 作道いづみ(CTC)	 

64回	 大島ひとみ(トップ)	 手塚しほ(トップ)	 	 斎藤慈子(FTC)	 

67回	 斉藤慈子(FTC)	 浜田典子(FTC)	 	 込谷裕美(NEC)	 

70回	 一村由美子(FTC)	 小瀬戸和代(FTC)	 	 斎藤慈子(FTC)	 

73回	 松岡志奈子(SANS)	 芳賀久美子(SANS)	 	 一村由美子(FTC)	 

76回	 小瀬戸和代(FTC)	 森	 純子(SANS)	 	 一村由美子(FTC)	 

82回	 松岡志奈子(SANS)	 小瀬戸和代(FTC)	 	 芳賀久美子(SANS)	 

85回	 若山優香(個人)	 松岡志奈子(SANS)	 	 斉藤園子(FTC)	 

88回	 若山優香(個人)	 佐伯麻美(美好町)	 	 柔原恵美(白糸台)	 

91回	 大島ひとみ(トップ)	 一村由美子(FTC)	 	 斉藤園子(FTC)	 

94回	 森田牧子(八幡町)	 川上真帆子(紅葉丘)	 	 前志津香(清水が丘)	 

97回	 若山優香(個人)	 吉田智子(東芝)	 	 宮井恵美(東芝)	 

100回	 斉藤園子(FTC)	 斎藤慈子(L･C)	 	 岡本薫(全労済中)	 

103回	 前志津香(FYTC)	 斉藤園子(FTC)	 	 吉田智子(東芝)	 

106回	 伊藤祐子(白糸台)	 斉藤園子(FTC)	 	 川口こずえ(小柳町)	 

109回	 松澤智依(FYTC)	 斉藤園子(FTC)	 	 川口こずえ(AST1)	 

112回	 斉藤園子(FTC)	 一村由美子(SANS)	 	 池田裕香里(東芝)	 

115回	 松澤智依(ASTI)	 藤田聡子(FTC)	 一村由美子(SANS)	 



−	 	 −	 64	 

	 優勝	 準優勝	 第3位	 

118回	 一村由美子（SANS）	 関東裕香里（東芝府中）	 藤田聡子（FTC）	 

 壮年シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

61回	 舟山育造(押立町)	 川久保道彦(浅間)	 佐伯三郎(B･B)	 

64回	 白澤宏規(SANS)	 野木晴夫(緑町)	 小林昌弘(ホープ)	 

67回	 吉原博之(空自)	 図師征尋(ドヨウ)	 川久保道彦(浅間)	 

70回	 川久保道彦(浅間)	 国生	 了(空自)	 蓮見	 傑(FTC)	 

73回	 宗田紀夫(若松町)	 関根英夫(車返)	 堀	 豊泰(STC)	 

76回	 青山博牟(NEC)	 関根英夫(車返)	 野木晴夫(緑町)	 

82回	 小河精之(NEC)	 青山博牟(NEC)	 菅原浩一郎(NEC)	 

85回	 小河精之(NEC)	 青山博牟(NEC)	 野木晴夫(緑町)	 

88回	 久我口正徳(武蔵台ク)	 御所正道(武蔵台ク)	 松尾武夫(SANS)	 

91回	 村田	 貴(車返)	 出口	 博(どよう)	 新保次郎(西府町)	 

94回	 村田	 貴(車返)	 神谷	 武(SANS)	 新保次郎(西府町)	 

97回	 大山(どょう)	 植竹龍彦(JREC)	 太田正巳(SANS)	 

100回	 村田	 貴(車返)	 植竹龍彦(東芝)	 出口	 博(どよう)	 

103回	 出口	 博(どよう)	 山崎	 勝(KTC)	 太田正巳(SANS)	 

106回	 村田	 貴(押立町)	 石井勤雄(SANS)	 出口	 博(どよう)	 

109回	 村田	 貴(車返)	 出口	 博(どよう)	 御所正道(武蔵台ク)	 

112回	 伊津	 宏(コナミス)	 田代正登(武蔵台)	 出口	 博(どよう)	 

115回	 大島	 務（宮町）	 村田	 貴(ウルトラ)	 池田	 勉(KTC)	 

118回	 池田	 勉(KTC)	 村田	 貴(ウルトラ)	 藤田政満（FTC）	 

 男子ダブルス A	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

1回	 関川・吉田(NEC)	 木村・伊藤(航自)	 宮村・佐々木(航自)	 

4回	 数乗・奥(NEC)	 山口・ERヴェル(都庁)	 府川・宮本(東芝)	 

7回	 近藤・大喜多(NEC)	 数乗・奥(NEC)	 石崎・岡田(NEC)	 

10回	 ロパート・ブラウン(個人)	 庄司・深津(都庁)	 門間・蓮見(FTC)	 

13回	 宮村・高橋(航自)	 佐久間・松本(FTC)	 御所・岡本(東芝)	 

16回	 近藤・大喜多(NEC)	 長谷川・門間(FTC)	 数乗・関川(NEC)	 

19回	 数乗・関川(NEC)	 長久・市来(FTC)	 串田・村田(NEVA)	 

22回	 内山・林田(NTC)	 星野・斉藤(NTC)	 岡本・大久保(東芝)	 

25回	 木甲斐・大橋(東芝)	 大久保・岡本(東芝)	 菅原・小河(NEC)	 

28回	 斉藤・藤井(NEC)	 木甲斐・大橋(東芝)	 宮本・府川(東芝)	 

31回	 数乗・森山(NEC)	 斉藤・藤井(NEC)	 府川・宮本(東芝)	 

34回	 数乗・藤井(NEC)	 森山・矢藤(NEC)	 宮本・植竹(東芝)	 

37回	 数乗・藤井(NEC)	 山木・杉山(NEC)	 門間・図師(FTC)	 

40回	 成田・清水〈失格〉	 鈴木・斉藤〈失格	 津田・青木(車返)	 

43回	 弦巻・山田(航自)	 大塚・浜崎(ドヨウ)	 伊村・大槻(NTC)	 

46回	 木甲斐・植竹(東芝)	 矢ケ崎・高野(押立町)	 倉林・平井(東芝)	 

49回	 津田・大塚(車返)	 宮川・小林(新町)	 河野・余頃(本町)	 

52回	 井村・道明(NTC)	 植竹・木甲斐(東芝)	 塩野・早船(サン)	 

55回	 南波・馬場(トップ)	 高橋・大橋(東芝)	 国生・太田(空自)	 

58回	 佐々木・山口(NEC)	 植竹・大橋(東芝)	 室谷・鈴木(ドヨウ)	 

61回	 南波・馬場(トップ)	 塚本・山口(NEC)	 古城門・大塚(アネルパ)	 

64回	 古城門・大塚(アネルパ)	 櫻井・平井(NEC)	 山田・鈴木(空自)	 

67回	 石田・石田(NEC)	 櫻井・平井(NEC)	 南波・馬場(トップ)	 

70回	 古城門・大塚(アネルパ)	 ニツ柳・大塚(FTC)	 石田・細井(NEC)	 

73回	 奥山・ニツ柳(FTC)	 古城門・大塚(アネルパ)	 浜田・高田(FTC)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

76回	 進藤・肥後(FTC)	 大島・南波(トップ)	 桜井・平井(FTC)	 

79回	 太田・鈴木(空自)	 進藤・肥後(FTC)	 神谷・武市(SANS)	 

82回	 奥山・ニツ柳(FTC)	 進藤・肥後(FTC)	 太田・鈴木(空自)	 

85回	 進藤・肥後(FTC)	 芳賀・福田(SANS)	 神谷・武市(SANS)	 

88回	 神谷・武市(SANS)	 桜井・工藤(FTC)	 ニツ柳・高久(FTC)	 

91回	 桜井・工藤(FTC)	 神谷・武市(SANS)	 芳賀・福田(SANS)	 

94回	 本多・田村(センター)	 曽々木・小桧山(センター)	 種池・飛田(KTC)	 

97回	 赤坂・松川(センター)	 荒井・村山(東芝)	 古城門・太田(アネルパ)	 

100回	 大島・渡邊(トップ)	 栗原・L	 ee	 (FY)	 安井・岡(東芝)	 

103回	 赤坂・松川(センター)	 角川・L	 ee	 (アネルパ)	 栗原・山岸(FY)	 

106回	 角川・L	 ee	 (SANS)	 村山・荒井(東芝)	 栗原・山岸(FY)	 

109回	 L	 ee	 ・河本(FYTC)	 栗原・山岸(FY)	 西野・笹岡(浅間)	 

112回	 角川・柳原(SANS)	 木村・伊藤(航自)	 阿澄・小林(浅間)	 

115回	 松尾・柳原(SANS)	 村山・松本（東芝府中）	 吉田・大窪（東芝府中）	 

118回	 松尾・成瀬(浅間)	 五味・柳原（浅間）	 太田・大窪（SANS）	 

 女子ダブルス A	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

13回	 宮下・松本(日鋼町)	 今村・小坂(FTC)	 市来・小金井(FTC)	 

16回	 宮下・松本(個人)	 今村・寺尾(FTC)	 小林・六笠(府高)	 

19回	 沢田・山越(朝日町)	 原口・平井(NTC)	 御園・藤井(FTC)	 

22回	 沢田・山越(朝日)	 倉井・室谷(天神)	 菊田・国藤(ドヨウ)	 

25回	 宮下・藤井(日鋼)	 鈴木・水谷(晴見)	 市来・山県(FTC)	 

28回	 石原・今村(ドヨウ)	 市来・山県(FTC)	 窪田・佐古(白糸台)	 

31回	 今村・石原(FTC)	 国藤・倉井(ドヨウ)	 室谷・青木(ドヨウ)	 

34回	 室谷・青木(ドヨウ)	 今村・国藤(FTC)	 桝野・斎藤(個人)	 

37回	 彌寝・青木(ホープ)	 楠・鈴木(個人)	 今井・瀬島(ホープ)	 

40回	 彌寝・青木(ホープ)	 今村・浅見(FTC)	 宮下・古賀(日鋼)	 

43回	 今村・青木(FTC)	 鈴木・長谷(小柳)	 長峰・松村(NMTC)	 

46回	 今村・一村(FTC)	 京極・室谷(ドヨウ)	 犬飼・佐藤(ホープ)	 

49回	 今村・一村(FTC)	 市川・水野(ホープ)	 野木・伊藤(FTC)	 

52回	 水野・平間(サン)	 長土井・鈴木(サン)	 市川・犬飼(ホープ)	 

55回	 水野・平間(サン)	 市川・犬飼(ホープ)	 林・鈴木(サン)	 

58回	 林・鈴木(サン)	 今村・犬飼(FTC)	 市川・斎藤(ホープ)	 

61回	 宮迫・坂奥(センター)	 野瀬田・斯波(HTG)	 鈴木・安藤(サン)	 

64回	 鈴木・大島(サン)	 斉藤・犬飼(FTC)	 芳賀・山下(SANS)	 

67回	 鈴木・大島(サン)	 一村・長田(FTC)	 山本・百田(サーティ)	 

70回	 鈴木・大島(サン)	 浜田・小瀬戸(FTC)	 斉藤・大井(FTC)	 

73回	 大用・高地(木曜倶)	 百田・野瀬田(サーティ)	 芳賀・山下(SANS)	 

76回	 芳賀・山下(SANS)	 一村・斎藤(FTC)	 熊坂・小瀬戸(トップ)	 

79回	 一村・斎藤(FTC)	 大用・長崎(木曜倶)	 鈴木・河井(サン)	 

82回	 大用・長崎(木曜倶)	 芳賀・山下(SANS)	 小瀬戸・濱田(FTC)	 

85回	 一村・斎藤(FTC)	 大用・長崎(木曜倶)	 小瀬戸・濱田(FTC)	 

88回	 吉田・村田(東芝)	 長崎・長崎(木曜倶)	 若山・斎藤(FTC)	 

91回	 斎藤・若山(FTC)	 大用・長崎(木曜倶)	 一村・斎藤(FTC)	 

94回	 斉藤・松本(FTC)	 一村・越谷(SANS)	 濱田・猪岡(FTC)	 

97回	 斉藤・松本(FTC)	 長崎・三橋(L･C)	 高地・海老沢(L･C)	 

100回	 松本・斉藤(SANS)	 田所・横山(センター)	 宮井・吉田(東芝)	 

103回	 相原・柳原(SANS)	 斉藤・高地(FTC)	 細元・栗山(東芝)	 

106回	 斉藤・吉田(FTC)	 一村・大窪(SANS)	 前・前(FYTC)	 

109回	 吉田・斉藤(DARK)	 長崎・三橋(L･C)	 仲川・宮坂(浅間)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

112回	 長崎・三橋(L･C)	 松澤・柴田(AST1)	 杉本・一村(L･C)	 

115回	 田村・斎藤（センター）	 松澤・柴田（ASTI）	 長崎・三橋（L･C）	 

118回	 三橋・長崎（L・C）	 月本・富澤（センター）	 関東・岡部（東芝府中）	 

 壮年ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

34回	 占部・土橋(空自)	 佐伯・松村(B･B)	 世良・今村(FTC)	 

37回	 鈴木・守屋(小柳)	 ムロタニ・佐伯(ドヨウ)	 山田・三枝(小柳)	 

40回	 今井・小林(航自)	 小口・安田(B･B)	 佐伯・荻野目(B･B)	 

43回	 井上・田中(航自)	 佐伯・荻野目(B･B)	 浜・川村(車返)	 

46回	 木葉・後藤(空自)	 斉藤・柳原(晴見町)	 上田・柴田(FTC)	 

49回	 今井・高木(空自)	 上田・市来(FTC)	 佐甲・百瀬(紅葉ケ丘)	 

52回	 小沢・白澤(SANS)	 深津・賀来(CTC)	 国藤・倉井(HTG)	 

55回	 小沢・白澤(SANS)	 今井・今井(ホープ)	 佐甲・百瀬(清水ケ丘)	 

58回	 川久保・野木(HTG)	 今井・今井(ホープ)	 白澤・小沢(SANS)	 

61回	 川久保・野木(HTG)	 佐伯・荻野目(B･B)	 石綿・佐藤(矢崎町)	 

64回	 図師・殿村(ドヨウ)	 西野・川久保(浅間)	 小沢・平井(SANS)	 

67回	 白澤・小沢(SANS)	 熊谷・若林(サン)	 	 

70回	 堀・佐藤(STC)	 西野・川久保(浅間)	 国生・小林(空自)	 

73回	 国生・今井(空自)	 堀・佐藤(STC)	 関根・白澤(車返)	 

76回	 青山・菅原(NEC)	 白澤・関根(SANS)	 国生・今井(空自)	 

79回	 国生・今井(空自)	 青山・菅原(NEC)	 白澤・関根(SANS)	 

82回	 成田・横山(新町)	 国生・野木(空自)	 御所・山崎(武蔵台ク)	 

85回	 横山・成田(FTC)	 図師・出口(どよう)	 久我口・国生(武蔵台ク)	 

88回	 横山・成田(FTC)	 白澤・大田(SANS)	 西野・川久保(浅間)	 

91回	 横山・成田(FTC)	 菅原・小河(NEC)	 国生・松林(空自)	 

94回	 小河・菅原(美好町)	 横山・成田(FTC)	 戸田・松林(浅間町)	 

97回	 太田・永田(SANS)	 横山・成田(FTC)	 高井・高瀬(FTC)	 

100回	 国生・上妻(白糸台)	 太田・永田(SANS)	 横山・成田(FTC)	 

103回	 大山・出口(どよう)	 中村・飯島(都立農業)	 横山・成田(FTC)	 

106回	 太田・飯島(Sunny)	 鴨原・古木(寿町)	 村田・白鳥(押立町)	 

109回	 出口・高橋(どよう)	 松澤・木村(FYTC)	 関根・田中(車返)	 

112回	 花岡・石井(MTC)	 松澤・木村(すばる)	 山崎・村田(KTC)	 

115回	 花岡・石井(MTC)	 濱田・大島（FTC）	 池田・屋代(KTC)	 

118回	 濱田・大島（FTC）	 山崎・近藤（KTC）	 池田・屋代（KTC）	 

 混合ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

7回	 庄司・平田(都庁)	 上田・宮下(個人)	 木村・横田(航白)	 

10回	 長谷川・古賀(FTC)	 上田・出縄(個人)	 島田・重富(府東高)	 

94回	 栗原・海老沢(FY)	 一村・阿部(SANS)	 斉藤・工藤(FTC)	 

97回	 橋本・越谷(アネルパ)	 栗原・海老沢(FY)	 高橋・松本(SANS)	 

100回	 荒井・酒井(東芝)	 一村・進藤(SANS)	 森田・森田(SANS)	 

103回	 柳原・柳原(若松町)	 吉田・吉田(東芝)	 遠藤・石川(KTC)	 

106回	 田村・橋本(センター)	 桜井・斉藤(FTC)	 角川・吉田(SANS)	 

109回	 田村・橋本(センター)	 荒井・酒井(東芝)	 桜井・斉藤(FTC)	 

112回	 桜井・斉藤(FTC)	 柳原・柳原(ウルトラ)	 栗原・藤田(FY)	 

115回	 荒井・斎藤（東芝府中）	 吉田・村田（東芝府中）	 角川・宮坂（SANS）	 

118回	 大窪・小菅（ヴィク）	 柳原・柳原（ウルトラ）	 西野・仲川（浅間）	 
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 壮年混合ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 高木・高木(L・C)	 白澤・百田(SANS)	 渡辺・斉藤(FTC)	 

100回	 太田・上田(SANS)	 斉藤・渡辺(L・C)	 御所・河原(武蔵台ク)	 

103回	 太田・上田(SANS)	 石井・百田(SANS)	 久保寺・久保寺(サタデー)	 

106回	 	 	 	 

109回	 村田・村田(車返)	 斉藤・渡辺(L・C)	 中村・中木(寿町)	 

112回	 山崎・山本(KTC)	 中木・中村(四谷)	 村田・村田(車返)	 

115回	 石井・月本（MTC）	 山崎・山本(KTC)	 村田・村田(ｳﾙﾄﾗ)	 

118回	 石井・月本（MTC）	 村田・村田(ｳﾙﾄﾗ)	 渡辺・斉藤（L・C）	 

 新人男子ダブルス・男子ダブルス(B)	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

25回	 森永・高橋(リハ)	 佐藤・佐藤(本宿)	 木村・奥村(武蔵台)	 

28回	 佐藤・杉山(アネルパ)	 松尾・井ノ川(サントリー)	 松永・東郷(リハ)	 

31回	 佐藤・日野(分梅)	 高沢・奥田(アネルパ)	 植村・有馬(NEC)	 

34回	 菊地・野崎(グリーン)	 市川・石原(ドヨウ)	 小林・大塚(都庁)	 

37回	 三田・首木(紅葉丘)	 大屋・辻(リハ)	 川上・永井(紅葉丘)	 

40回	 南竹・椎木(分梅)	 高橋・熊谷(サン)	 堀岡・堀岡(南町)	 

46回	 太田・山本(空白)	 原・森本(晴見町)	 斉藤・内坪(浅間)	 

49回	 唐原・堀田(栄町)	 宮沢・鴫原(府中町)	 岸本・中沢(日鋼町)	 

52回	 花房・円山(小柳町)	 堀江・大庭(東芝町)	 大久保・大室(宮西町)	 

55回	 古川・本間(SANS)	 堀江・総江(P0ST)	 五味・新村(小柳町)	 

58回	 御所・小山(東芝町)	 	 石丸・石川(西原町)	 

61回	 池田・島村(北山町)	 野副・植田(新町)	 畑・村田(寿町)	 

64回	 熊野・池田(NEC)	 新津・芹津(南町)	 金子・梅原(緑町)	 

67回	 久保・鹿田(東芝FA)	 松村・杉崎(東芝町)	 徳本・佐野(南町)	 

70回	 森林・黒木(空白)	 松村・杉崎(東芝町)	 徳本・佐野(南町)	 

73回	 曜口・高橋(府中町)	 中田・田口(空白)	 近藤・山崎(NSW)	 

76回	 小迫・肥田野(TPS)	 小口・木村(天神町)	 鈴木・三島(たんぽぽ)	 

79回	 江崎・日暮(空白)	 福山・新免(矢崎町)	 武田・鈴木(天神町)	 

82回	 樋口・渡辺(東芝エン)	 菅沼・井口(たんぽぽ)	 飯田・吉田(新町)	 

85回	 鮎川・小河原(STC)	 井上・上村(白糸台)	 鎌田・田沼(本町)	 

88回	 後藤・青柳(府中町)	 柴田・中村(NSW)	 藤原・長西(幸町)	 

91回	 高橋・中村(NEC)	 兎沢・白鳥(車返)	 石津・藤堂(府中町)	 

94回	 嶋田・小池(はたまん)	 亀井・内坪(幸町)	 篠原・本多(はたまん)	 

97回	 池田・花房(KTC)	 遠藤・井出(若松町)	 柳沢・東海林(本宿町)	 

100回	 藤原・山賀(府中公共)	 小島・木村(西府町)	 本郷・大井(Sunn))	 

103回	 柳沢・前沢(寿町)	 松津・芹沢(FYTC)	 山本・長沢(緑町)	 

106回	 吉岡・栗山(四谷)	 柳津・太田(寿町)	 梅沢・野沢(西府町)	 

109回	 筒田・大山(とえてに)	 関矢・山本(宮西町)	 羽毛田・川上(ｳﾙﾄﾗ)	 

112回	 田村・坪本(押立町)	 紀伊・高田(むつ)	 御所・御所（西原町）	 

115回	 織田・松岡（東芝府中）	 加藤・上田（住吉町）	 中村・坂口（クーガ）	 

118回	 桜庭・神田（C	 C	 P）	 久永・米村（日鋼町）	 三重野・関上（タフス）	 

 新人女子ダブルス・女子ダブルス(B)	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

25回	 青木・加藤(車返)	 伊藤・土方(緑町)	 高橋・小野(リハビリ)	 

28回	 田中・金岡(小柳町)	 和田・河崎(車返)	 大日方・横川(リハ)	 

31回	 石原・玉井(四谷)	 大岳・沢田(南町)	 中田・高橋(清水丘)	 

34回	 小山・小山(是政)	 広瀬・金井(ホープ)	 箕輪・松本(多磨町)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

37回	 水野・荒巻(緑町)	 市川・和田(晴見)	 星野・藤井(小柳町)	 

40回	 山本・鈴木(Z00)	 塚原・池田(北山)	 岡田・藤田(小柳町)	 

46回	 高橋・萩原(サン)	 秋山・小島(サン)	 小林・深沢(HTG)	 

49回	 佐久間・佐々木(小柳町)	 村形・斯波(南町)	 新井・中村(神研セ)	 

52回	 原田・鹿又(片町)	 吉野・渡辺(美好町)	 高木・伊藤(栄町)	 

55回	 伊藤・河井(日新町)	 割石・西野(白糸台)	 松岡・松田(緑町)	 

58回	 山田・山崎(押立町)	 鈴木・鈴木(朝日町)	 小山田・山崎(センター)	 

61回	 間橋・御園(清水丘)	 立部・秋月(是政)	 西・野口(日新町)	 

64回	 岡村・小金井(南町)	 谷脇・両羽(晴見町)	 川口・坂本(住吉町)	 

67回	 土井里・佐藤(タンポポ)	 村田・佐藤(日鋼町)	 渡辺・水野(NEC)	 

70回	 山田・矢島(幸町)	 星野・長田(オレンジ)	 鎌田・鎌田(多磨町)	 

73回	 綾部・出原(日新町)	 本田・佐治(アネルパ)	 半田・斉藤(住吉町)	 

76回	 井上・石川(個人)	 藤倉・宮川(モルツ)	 河原・水多(武蔵台ク)	 

79回	 山路・広沢(多磨町)	 小林・林(宮町)	 的場・仲野(片町)	 

82回	 堀部・木下(幸町)	 月本・大久保(ホープ)	 羽柴・横山(浅間町)	 

85回	 村田・江間(押立町)	 柔原・森久保(白糸台)	 藤津・皆川(西府町)	 

88回	 加藤・神谷(紅葉丘)	 小笠原・小笠原(天神町)	 益森・岡本(サーティー)	 

91回	 前・佐伯(清水丘)	 原田・杉本(緑町)	 一柳・松尾(住吉町)	 

94回	 長谷川・川上(SU)	 小林・成松(幸町)	 藍沢・半田(西原町)	 

97回	 嶋田・亀上(はたまん)	 渡・山本(KTC)	 山本・小山(緑町)	 

100回	 天野・飛田(トップ)	 大原・佐久間(はたまん)	 難波・小谷田(北山町)	 

103回	 長尾・宮子(はたまん)	 宇佐美・瑠璃川(SANS)	 鮎川・下本地(MTC)	 

106回	 酒井・信太(若松町)	 大西・横井(むつ)	 山本・山本(住吉町)	 

109回	 池田・大木(東芝)	 宅間・守屋(むつ)	 横田・堀江(晴見町)	 

112回	 相原・相原(住吉町)	 酢田・矢部(住吉町)	 伊藤・藤田(住吉町)	 

115回	 佐藤・藤吉（紅葉丘）	 古稲・高津（MTC）	 今井・園田（YNM）	 

118回	 北川・角川（SANS）	 清水・塚田（STCS）	 伊藤・開沼（C	 C	 P）	 

 ジュニア男子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

52回	 小川暁之(新町)	 栗田圭一(西原町)	 西野昌彦(八幡町)	 

55回	 志村光太郎(本町)	 大久保貴雄(緑町)	 小川暁之(新町)	 

58回	 工藤佑(小柳町)	 田端直樹(新町)	 大久保貴雄(緑町)	 

64回	 久富道玄(日鋼町)	 古橋洋平(小柳町)	 大久保貴雄(緑町)	 

67回	 藤田渉(美好町)	 古橋洋平(小柳町)	 小川悟(分梅町)	 

70回	 原田優(美好町)	 倉光啓徳(本宿町)	 大山峰将(美好町)	 

73回	 奥田浩一(紅葉丘)	 尾崎由一朗(本宿町)	 大野品義(住吉町)	 

76回	 奥田浩一(紅葉丘)	 小津宏紀(西府町)	 青木和暁(西原町)	 

79回	 小津宏紀(西府町)	 風間佑也(栄町)	 石川博一(美好町)	 

82回	 百瀬直樹(紅葉丘)	 八塚友樹(本宿町)	 福谷駿(本宿町)	 

85回	 塚田一真(本町)	 福島慎一(晴見町)	 園島誠人(天神町)	 

88回	 塚田一真(本町)	 吉田征令(本町)	 園島誠人(天神町)	 

91回	 塚田一真(本町)	 本城直也(若松町)	 金丸正和(浅間町)	 

	 94回より小学・中学に分離	 

 ジュニア女子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

52回	 斉藤園子(栄町)	 秋山静(紅葉丘)	 遠藤和美(天神町)	 

55回	 秋山静(紅葉丘)	 	 	 

58回	 斎藤園子(栄町)	 守田祐子(天神町)	 石見里江(センター)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

64回	 渡辺しのぶ(南町)	 橋本香代(南町)	 山下貴子(南町)	 

67回	 藤田恵(八幡町)	 岡本花子(押立町)	 及川美鈴(本町)	 

70回	 神保美雪(西府町)	 小林良子(片町)	 松浦貴子(矢崎町)	 

73回	 藤田恵(緑町)	 岡本京子(本宿町)	 石井雅子(天神町)	 

76回	 佐藤和佳子(本宿町)	 登喜圭子(美好町)	 渡辺春香(日鋼町)	 

79回	 木村沙弥香(紅葉丘)	 佐藤和佳子(本宿町)	 渡辺春香(日鋼町)	 

82回	 木村沙弥香(紅葉丘)	 中川琴海(紅葉丘)	 月本綾乃(押立町)	 

85回	 木村沙弥香(紅葉丘)	 佐伯麻美(美好町)	 中川琴海(紅葉丘)	 

88回	 草柳彩子(白糸台)	 佐藤渚(紅葉丘)	 田辺舞(白糸台)	 

91回	 草柳彩子(白糸台)	 阿部由香里(分梅町)	 田中美里(白糸台)	 

	 94回シングルス開催なし・97回より小学・中学に分離	 

 ジュニア男子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

58回	 久富・鎌倉(日鋼町)	 尾崎・藤田(美好町)	 佐藤・佐藤(美好町)	 

64回	 佐藤・藤田(美好町)	 佐藤・聖生(美好町)	 原田・大山(美好町)	 

73回	 尾崎・藤田(本宿町)	 奥田・林(紅葉丘)	 石川・青木	 

76回	 尾崎・島津(本宿町)	 藤田・原田(美好町)	 石川・杉本(美好町)	 

79回	 尾崎・島津(本宿町)	 石川・杉本(美好町)	 河野・福谷(西原町)	 

82回	 鈴木・島村(住吉町)	 中田・戸林(住吉町)	 城地・長谷川(宮町)	 

85回	 佐藤・吉田(本宿町)	 百瀬・大久保(紅葉丘)	 大野・斉藤(宮西町)	 

88回	 吉田・佐藤(本町)	 中田・三宅(本町)	 園島・菊川(天神町)	 

91回	 佐久間・金丸(浅間町)	 佐藤・藤田(浅間町)	 木城・加藤(若松町)	 

94回	 池田・石原(府中ニ中)	 石川・中村(府中町)	 橘正・側原(浅間中)	 

	 97回より小学・中学に分離	 

 ジュニア女子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

58回	 額田・栗原(本町)	 石川・岩田(矢崎町)	 渡辺・安田(センター)	 

64回	 久田・渡辺(本町)	 工藤・佐藤(本町)	 安川・岡本(押立町)	 

70回	 岡本・安川(押立町)	 中川・吉田(南町)	 奥田・木村(紅葉丘)	 

73回	 新保・新保(西府町)	 藤田・石井(緑町)	 森・高橋(本町)	 

76回	 森・高橋(本町)	 渡辺・登喜(日鋼町)	 本間・山田(美好町)	 

79回	 渡辺・登喜(日鋼町)	 佐藤・木村(紅葉丘)	 柔原・杉岡(白糸台)	 

82回	 木村・月本(紅葉丘)	 林・橋本(紅葉丘)	 中野・加藤(白糸台)	 

85回	 木村・佐藤(紅葉丘)	 柔原・瀬戸(白糸台)	 田辺・大関(白糸台)	 

88回	 駒場・薮野(浅間町)	 栗原・青山(朝日町)	 児玉・西原(小柳町)	 

91回	 松本・斎藤(西府町)	 相原加美(住吉町)	 佐々木・前里(浅間町)	 

94回	 佐々木・前里(浅間中)	 鹿島・百瀬(紅葉丘)	 相原・泉(住吉SC)	 

	 97回より小学・中学に分離	 

 中学男子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 伊藤・石川(一中)	 浅原・高橋(一中)	 山田・清田(浅間中)	 

100回	 川見・泉谷(浅間中)	 内海・坪本(三中)	 中村・佐藤(四中)	 

103回	 丸野・小沢(浅間中)	 丹羽・佐伯(美好町)	 河戸・寺津(若松町)	 

106回	 	 	 	 

109回	 守谷・川口(五中)	 佐伯・及川(四中)	 多田・大戸(明星中)	 

112回	 八重樫・志田(五中)	 平野・藤村(四中)	 勝又・勝又(ニ中)	 

115回	 保坂・戸井田（明星中）	 萩尾・丸目（三中）	 高他・鴇矢（五中）	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

118回	 知念・保坂（明星中）	 小関・辻井（明星中）	 山崎・鈴木（明星中）	 

 中学男子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 鐘ケ江(若松町)	 側原(浅間中)	 服部(八中)	 

100回	 服部芳樹(住吉sC)	 倉地達之(六中)	 杉原昂治(府中町)	 

103回	 井上光馬(府中一中)	 井上裕太(府中一中)	 山口晃司(府中一中)	 	 

106回	 小川大輝(新町)	 上地朔(四中)	 川添楓(早稲田実)	 

109回	 江口(府中第八)	 清水(明星中)	 由藤(府中第四)	 

112回	 大森(三中)	 冨林(三中)	 児玉(ー中)	 

115回	 下山	 健（三中）	 磯野徹弥（三中）	 齋藤	 新（三中）	 

118回	 松崎亭平（明星中）	 広瀬佑宇（明星中）	 福永陸人（明星中）	 

 中学女子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 前・下田(浅間中)	 宮田・井田(浅間中)	 福田・湯田坂(浅間中)	 

100回	 宮田・田中(浅間中)	 井田・鶴貝(浅間中)	 田代・佐藤(六中)	 

103回	 田代・真下(府中六中)	 鶴・斉藤(府中六中)	 工藤・岩崎(府中六中)	 

106回	 岩崎・工藤(六中)	 佐藤・今井(六中)	 尾方・小笠原(六中)	 

109回	 尾方・小笠原(六中)	 安西・平澤(明星中)	 佐々木・大室(六中)	 

112回	 不明	 不明	 不明	 

115回	 三本・垂水（明星中）	 藤田・西山（三中）	 石岡・友永（四中）	 

118回	 松本・金城（６中）	 雨宮・下平（明星中）	 福本・島田（浅間中）	 

 中学女子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 田中(二中)	 佐々木(住吉町)	 金村(二中)	 

100回	 新井修子(是政)	 弦間彩希(ニ中)	 河内希美(ニ中)	 

103回	 河内希美(府中二中)	 宮崎彩夏(府中八中)	 山本葵(府中一中)	 

106回	 河内希美(府中第ニ)	 山本葵(府中第ー)	 山口那奈(白糸台)	 

109回	 船津(桐朋女子)	 長沼祐(明星中)	 長沼沙(明星中)	 

112回	 長沼沙季(明星中)	 船津のぞみ(緑町)	 伊藤宏江(ニ中)	 

115回	 菊池美香(明星中）	 大内亜実(明星中）	 鴻池理沙(明星中)	 

118回	 中村己美（明星中）	 赤池	 遥（明星中）	 南	 菜穂（２中）	 

 小学男子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 菊川・園田(緑町)	 森田・山脇(四谷小)	 酒井・寺本(南町小)	 

100回	 船津・伊藤(緑町)	 永平・持田(住吉SC)	 大森・冨林(住吉SC)	 

103回	 下山・永平(住吉SC)	 横山・持田(住吉SC)	 磯野・中村(住吉SC)	 

106回	 シングルスのみ実施	 	 	 

109回	 シングルスのみ実施	 	 	 

 小学男子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 服部(住吉小)	 藤多(住吉小)	 武井(紅葉J)	 

100回	 川上隼冬(紅葉丘)	 園田健人(ー小)	 井上品太(住吉SC)	 

103回	 大森崇久(住吉SC)	 酒井陽平(住吉SC)	 冨林優樹(住吉SC)	 

106回	 下山(住吉SC)	 永平(住吉SC)	 持田(住吉SC)	 

109回	 中谷(住吉SC)	 吉盛(住吉SC)	 鈴木(幸町)	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

112回	 開催なし	 	 	 

115回	 荒川直輝(住吉SC)	 吉盛	 廉(住吉SC)	 庄野敦也(住吉SC）	 

118回	 神田	 音（西原町）	 福江大樹（南白糸台）	 山田隼也（住吉SC）	 

 小学女子ダブルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 宮崎・寺本(日新小)	 伊東・藤田(住吉小)	 ¡Eg•	 GZgrbH	 

100回	 藤田・以東(住吉SC)	 牧村・八木(住吉SC)	 北島・市川(住吉SC)	 

103回	 遠藤・本村(住吉SC)	 伊藤・小倉(住吉SC)	 鈴木・家光(住吉SC)	 

106回	 長谷川・江川(紅葉丘JR)	 木下・佐藤(住吉SC)	 細野・網代(若松町)	 

109回	 冨林・米山(住吉SC)	 本村・横山(住吉SC)	 茂木・吉井(府中第ニ)	 

112回	 西山・藤田(住吉SC)	 石谷・大原(住吉SC)	 大良・横山(住吉SC)	 

115回	 遠藤・大廣(住吉SC)	 山本・朝倉(住吉SC)	 今井・篠原(住吉SC)	 

118回	 杉本・渋谷（紅葉丘J）	 穴井・大原（住吉SC）	 佐藤・澤登（住吉SC）	 

 小学女子シングルス	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

97回	 泉(住吉小)	 新井(矢崎小)	 河内(若松町)	 

100回	 新井祥子(是政)	 泉莱以子(住吉SC)	 竹口朔子(住吉SC)	 

103回	 長沼沙希(栄町)	 吉盛つかさ(住吉SC)	 長谷川菜鈴(是政)	 

106回	 佐藤(若松町)	 富林(住吉SC)	 山口(住吉SC)	 

109回	 清野(日新)	 村野(白糸台)	 佐藤(住吉SC)	 

112回	 江口琴音(四谷小)	 冨林紗耶佳(住吉SC)	 米山紗耶(住吉SC)	 

115回	 田中彩純（白糸台）	 冨林紗耶佳(住吉SC)	 米山紗耶(住吉SC)	 

118回	 朝倉夕佳（住吉SC）	 柳田真海（浅間町）	 山本雛子（住吉SC）	 

 団体戦	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

4回	 日本電気(A)	 航空自衛隊(B)	 東芝府中	 

7回	 東芝府中(A)	 日本電気(A)	 航空自衛隊(A)	 

10回	 東芝府中(A)	 NEC(A)	 航空自衛隊(A)	 

13回	 航空自衛隊(A)	 東芝(A)	 府中テニスクラブ(A)	 

16回	 東芝(A)	 航自(A)	 日電バリアン	 

19回	 NTC(A)	 航自(A)	 NEVA	 

22回	 NTC(C)	 東芝(A)	 航自/NTC	 

25回	 東芝(A)	 NTC	 NEC/航自	 

28回	 NTC(A)	 航自(A)	 NEC(A)	 

31回	 東芝((B))	 NTC(A)	 東芝(A)	 

34回	 空自	 どょう(A)	 NEC(A)	 

37回	 府中テニスクラブ(A)	 どょう(A)	 航自(A)	 

40回	 空自(A)	 NEC(A)	 府中テニスクラブ(A)	 

43回	 どょう((D))	 車返(A)	 府中テニスクラブ(A)	 

46回	 どょう((D))	 車返(A)	 浅間TC(A)	 

49回	 どょう((B))	 トップスピン	 NEC(A)	 

52回	 府中テニスクラブ	 東芝府中	 車返TC(A)	 

55回	 どょう(D)	 NEC府中(A)	 府中テニスクラブ	 

58回	 どょう((D))	 府中テニスクラブ(A)	 SANS	 

61回	 SANS(A)	 どょう(D)	 NEC府中(A)	 

64回	 府中テニスクラブ(A)	 NEC(A)	 SANS(A)	 

67回	 府中テニスクラブ(A)	 SANS(A)	 NEC府中(A)	 

70回	 NEC府中(A)	 府中テニスクラブ(A)	 SANS	 
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	 優勝	 準優勝	 第3位	 

73回	 NEC府中(A)	 府中テニスクラブ(A)	 一期一会95	 

76回	 SANS(A)	 トップスピン(A)	 木曜倶楽部	 

79回	 府中テニスクラブ(A)	 木曜倶楽部	 SANS(A)	 

82回	 FTC(A)	 SANS(A)	 浅間(Z)	 

85回	 SANS(A)	 FTC(A)	 FTC(B)	 

88回	 FTC(A)	 SANS(A)	 Fy-Parsley	 

91回	 センター	 FTC(A)	 トップスピン	 

94回	 FTC(A)	 FYパセリ	 トップスピン	 

97回	 センター	 FTC(A)	 SANS(A)	 

100回	 FTC(A)	 センター	 SANS(A)	 

103回	 センターズ	 トップスピン	 SANS(Z)	 

106回	 東芝府中	 FYパセリ	 SANS	 

109回	 FTC-A	 SANS-Z	 浅間-A	 

112回	 FTC-A	 FYパセリ	 ウルトラセブン	 

115回	 サンズZ	 パセリ	 FTC-A	 

118回	 ＳＡＮＳ	 ＳＨＥＳ	 ウルトラセブン	 

 団体戦Ｂ種目	 
	 優勝	 準優勝	 第3位	 

106回	 オーパーズ	 ＣＡＦ	 ＦＹファン	 

109回	 ＫＴＣｱｰﾘｰ	 ＴＴＦ－Ｂ	 田島塾-Ａ	 

112回	 ＦＴＣ－Ｂ	 浅間-Ａ	 ウルトラマン	 

115回	 ウルトラマン	 ＳＨＥＳ	 ＦＴＣ－Ｂ	 

118回	 ＦＴＣ－Ｂ	 ＴＴＦ	 ＫＴＣ	 
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