
第５７回府中市民体育大会・秋季大会 
 

庭球競技 

 

日程 : 平成 26 年 9 月 7 日 〜 11 月 23 日 

   市民体育大会開会式  10 月 5 日 

   市民体育大会閉会式  11 月 9 日 

会場 : 府中市営庭球場及び東京都立府中の森 
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      男子ダブルス B 

      男子シングルス 

      女子ダブルス A 

      女子ダブルス B 

      女子シングルス 

      一般混合ダブルス 

   個人種目・シニア シニアダブルス 

      シニアシングルス 

      グランドシニアシングルス 

      シニア混合ダブルス 

   個人種目・少年  中学生男子ダブルス 

      中学生男子シングルス 
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      小学生男子シングルス 
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   団体種目  団体戦 A 

      団体戦 B 

    

主催 : 府中市・NPO 法人府中市体育協会 

主管 : 府中市庭球連盟・大会実行委員会 
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～各庭球場の住所等は府中市ホームページをご確認ください～ 

「施設案内－スポーツ」 

http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/index.html 

昨年からの主な変更点 
 

１．予選予備日も悪天等で実施できない場合は、原則として当該種目は中止とする旨を

明記しました。 

２．女子シングルス予選、シニアシングルス予選の試合形式を ６ゲーム先取 ノーア

ドバンテージとしました。 

３．団体戦Ａの予選勝ち上がりの条件に、得セット数を追加しました。 

４．団体戦予選が予選日に試合を消化しきれなかった場合、以下とする旨を明記しまし

た。（詳細は本文参照） 

  （勝ち上がりチームが確定している場合） 

   実施中、および未実施の試合は打切りとする 

（勝ち上がりチームが未確定の場合） 

 実施中、および未実施の試合は予備日（決勝日）に延期とする 

http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/supotu/index.html
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１．競技要項（各種目共通） 
 

１－１ 大会役員 

競技委員長 白澤 宏規 （府中市庭球連盟 会長・宇宙ＳＴ） 

大会委員長 吉村 昌晃 （府中市庭球連盟・すばる） 

大会委員 若林 加奈子（府中市庭球連盟・Ｃ.Ｃ.Ｐ） 

濱田 輝之 （府中市庭球連盟・ＦＴＣ） 

  胃甲 輝邦 （府中市庭球連盟・ＫＴＣ） 

荒川 豊  （府中市庭球連盟・ブルーフラッグ） 

加藤 幸宏 （府中市庭球連盟・むつごろう） 

中山 和也 （府中市庭球連盟・ＴＴＦ） 

太田 真輝 （府中市庭球連盟・ひまわり） 

 

１－２ 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より一部抜粋) 

 

１－３ 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する。 

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

れた団体である。庭球連盟の実行委員会が本大会を運営するが、出場者の運営参加とご理解を

お願いする。 

 

１－４ 出場資格 

・府中市在住・在勤・在学のアマチュア競技者。 

・シニア種目は、平成２６年末までに５０歳以上の男女。 

・グランドシニア種目は、平成２６年末までに６０歳以上の男女。 

・少年種目は、１５歳以下の小・中学生男女。 

 

１－５ 出場条件 

・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、ダブルスＢ種目への出場は不

可。（ペアの片方でも、この条件に合致する場合は出場できません。） 

・団体種目で同一団体から複数チームエントリーする場合は、原則として１チーム以上をＡ種

目へのエントリーとすること。 

・少年種目への出場は、シングルス、もしくはダブルスのどちらか１種目に限る。 

・少年種目において、小学生は中学生の部への出場は不可。（ただし、小学生、中学生とも一

般種目への出場は可能） 
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１－６ 競技規則 

・競技規則は、日本テニス協会発行の「テニスルールブック ２０１４年版」（以下、ルールブ

ック）によるものとする。 

・また、本大会のローカルルールとして、以下を取り入れる。 

 ・筋ケイレンによるメディカルタイムアウト（ＭＴＯ）を１０分まで認める。（合計時間が

１０分であれば回数は不問） 

 ・同一の種目において、２つのペアのそれぞれのパートナーが出場できなくなった場合に、

試合前日までに届け出がある場合に限り、残りのプレーヤー同士がペアとなり再エントリ

ーできる。（試合当日の届け出の場合は認めない） なお、再エントリー後のドローの位置

は大会委員長が決定する。 

 ・団体戦を除く、全個人種目（一般、シニア、ジュニア種目）に「ラッキールーザー」（本 

戦出場者に欠員が生じた場合の補充）を採用する。 

  予選決勝の敗者をラッキールーザーの有資格者（以下、ＬＬ候補）とし、本戦に欠員が出

た場合の補充を本戦当日に試合会場に集まったＬＬ候補より抽選で決定する。（抽選に外

れたＬＬ候補は、試合をすることはできない） 

 

１－７ 表彰 

・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する。 

・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位杯を市民

体育大会閉会式において授与する。 

・一般男女シングルス、ダブルスＡの優勝者は、次年度「都民体育大会」へ派遣する選手選考

の参考とする。 

 

１－８ シード方法 

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

る。 

・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

する。 

・シード適用種目は、男子ダブルスＡ・女子ダブルスＡ・シニアダブルス・混合ダブルス・シ

ニア混合ダブルス・男子シングルス・シニアシングルス・団体戦Ａとする。 

 

１－９ 雨天時について 

（一般、シニア、団体種目） 

・雨天でも試合は実施する場合がある。「コートに水が浮いた状態でない限り実施する」を判

断基準として、コートに集まった出場者でコート状態を確認し、実施の可否を協議して判断

すること。もし、どうしても出場者で判断できない場合は、実行委員長に連絡すること。 

・ただし、例えば府中市内全域に大雨洪水警報が発令されているような場合は、実行委員長の

判断により事前に中止の決定をする場合がある。この場合の実施の可否は、府中市庭球連盟

ホームページに掲載する。 

（ジュニア種目） 

・雨天の場合、もしくは雨天が予測される場合、ジュニア指導者等と協議して実施の可否を決

定し、試合当日の午前７時過ぎに府中市庭球連盟ホームページに掲載する。 
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１－１０ 遅刻への対応 

（個人戦） 

・集合時刻に居ない選手は、原則として失格とする。 

・しかし、本大会は市民にできるだけ多く参加していただくことが大切であると考えているこ

とから、予選日に関してはドロー進行上支障がないこと、及び決められた集合時刻に集まっ

ている選手たちの同意が取れた場合に限り遅刻を許容する。なお、「ドロー進行上支障がな

い」は、集合時刻に集まっている選手たちの判断に委ねる。遅刻した側の選手の言い分は一

切聞き入れない。 

・決勝日では、集合時刻までに受付を済ませていない選手は、例外なく失格とする。（ダブル

スはペアが揃って受付を済ませること。） 

・ＬＬ候補は、集合時刻までに受付を済ませていない場合、その資格を失うものとする。 

 

（団体戦） 

・集合時刻、もしくは対戦表の交換時において、出場する全員（１０人）が揃っていること。

出場選手が一人でも居ない場合は失格とする。ただし、トイレ等一時的にその場を離れてい

る場合は、この限りでない。 

 

１－１１ 問い合わせ／連絡先等 

・メール：ft130@fuchu-tennis.org 

・携帯電話：０８０－４３６０－１８８０（大会実行委員長 吉村昌晃） 

・府中市庭球連盟ホームページ：http://fuchu-tennis.org/ 

 

１－１２ 注意事項 

（近隣住民への配慮） 

大声での応援、違法駐車は、近隣住民への迷惑となる。出場者は、住民への配慮を十分にす

ること。 

なるべく自動車は使用せず、公共の交通手段、自転車、オートバイで来場すること。もし、

自動車で来場する場合は、予め会場コート近辺のコインパーキング等を各自で探しておき、

会場の駐車スペースが満杯の場合に違法駐車を絶対にしないこと。 

 

（ゴミの持ち帰り） 

各自自身のゴミは、各自の責任で持ち帰り処分すること。 

 

（欠場時連絡） 

 欠場の連絡は、個人戦の場合は特に必要はありません。試合開始時に会場に居ない場合は、

自動的に欠場の扱いとします。 

 団体戦の場合は連絡は必須ではありませんが、予め連絡を頂いた場合は対戦相手へ連絡する

等の対応をいたします。 

 

（その他） 

大会を運営するために必要と思われる場合は、大会委員長の判断により、本競技要項の内容

を一部変更する場合がある。  
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２．競技要項（個人種目：一般、シニア） 
 

２－１ 試合球 

・試合球は出場者の持寄りとする。（自分の試合開始までに試合球を準備できない場合は失格

とする。） 

・試合球は、ブリヂストンＸＴ８、又はダンロップＦＯＲＴ（黄色）の２個未開封缶を１つと

する。 

・試合前に、出場者でどちらが持ち寄った試合球を使用するか決め、試合後は勝者に未開封缶、

敗者にセットボールが渡ることとする。 

・決勝日の決勝で対戦する出場者は、１つの未使用缶を３位決定戦の使用球として提供するこ

と。３位決定戦の使用後のセットボールは、提供した出場者に返却すること。 

 

２－２ 試合運営 

・予選日・・・会場レフェリーを置かない。出場者の自主的運営とする。 

・決勝日・・・府中市庭球連盟がコートレフリーを行う。 

 

２－３ 試合形式 

・全試合セルフジャッジ。ただし、男子シングルス決勝、女子シングルス決勝は、ＳＣＵ（ソ

ロチェアアンパイヤ）方式を採用予定。 

・試合前のウォーミングアップは、サービス４本（各サイド２本）とする。 

・男子シングルス予選 女子シングルス予選、シニアシングルス予選 ６ゲーム先取 ノーア

ドバンテージ 

・上記以外 １セットマッチ（６－６ ７ポイントタイブレーク） 

 

２－４ 試合結果の報告 

（予選日） 

各会場の予選決勝の勝者、及び予選決勝の敗者は以下の報告を行うこと。 

報告形式・・・電子メール（宛先：ft130-r@fuchu-tennis.org） 

報告期限・・・予選日当日の２０時まで 

報告内容・・・（１）種目 （２）会場 （３）勝者のドロー番号、氏名 （４）ラッキー

ルーザー候補（予選決勝の敗者）のドロー番号、氏名 

※予選決勝の勝者、予選決勝の敗者のいずれからも報告が無い場合は、当該ブロックは失格

とする。（いずれか一方の報告があれば、当該ブロックの報告は成立するものとする。） 

※全ての試合を消化できなかった場合は、勝ち残っている出場者の中から代表者を決め、そ

の者が、種目、会場、及び試合の状況を報告すること。（未消化の試合は、決勝日、もし

く予備日に実施する。） 

 

（決勝日） 

会場にいる大会役員（府中市庭球連盟）へ結果を報告すること。 
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３．競技要項（個人種目：少年） 
 

３－１ 試合球 

・試合球は出場者の持寄りとする。（自分の試合開始までに試合球を準備できない場合は失格

とする。） 

・試合球は、ブリヂストンＸＴ８、又はダンロップＦＯＲＴ（黄色）の２個未開封缶を１つと

する。 

・試合前に、出場者でどちらが持ち寄った試合球を使用するか決め、試合後は勝者に未開封缶、

敗者にセットボールが渡ることとする。 

・決勝日の決勝で対戦する出場者は、１つの未使用缶を３位決定戦の使用球として提供するこ

と。３位決定戦の使用後のセットボールは、提供した出場者に返却すること。 

 

３－２ 試合運営 

・予選日・・ジュニア指導者と出場者の保護者等の両者で協力した運営とする。 

・決勝日・・ジュニア指導者と出場者の保護者等、府中市庭球連盟役員で協力した運営とする。 

 

３－３ 試合形式 

・全試合セルフジャッジ。 

・試合前のウォーミングアップは、サービス４本（各サイド２本）とする。 

・１セットマッチ（６－６ ７ポイントタイブレーク） 

 ただし、試合当日の状況等により変更する場合がある。 

 

３－４ 試合結果の報告 

（予選日） 

各会場の予選決勝の勝者、及び予選決勝の敗者、もしはくそのジュニア指導者、保護者等は

以下の報告を行うこと。 

報告形式・・・電子メール（宛先：ft130-r@fuchu-tennis.org） 

報告期限・・・予選日当日の２０時まで 

報告内容・・・（１）種目 （２）会場 （３）勝者のドロー番号、氏名 （４）ラッキー

ルーザー候補（予選決勝の敗者）のドロー番号、氏名 

※予選決勝の勝者、予選決勝の敗者、もしくはそのジュニア指導者、保護者等のいずれから

も報告が無い場合は、当該ブロックは失格とする。（いずれからの報告があれば、当該ブ

ロックの報告は成立するものとする。） 

※全ての試合を消化できなかった場合は、勝ち残っている出場者の中から代表者を決め、そ

の者が、種目、会場、及び試合の状況を報告すること。（未消化の試合は、決勝日、もし

く予備日に実施する。） 

 

（決勝日） 

会場にいる大会役員（府中市庭球連盟）へ結果を報告すること。 
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４．競技要項（団体種目） 
 

４－１ 出場メンバーの登録 

・出場チームは、次項に記す開会式前に下記の通り集合して「団体戦出場選手登録」（様式１）

を提出し、出場メンバーを登録すること。登録メンバーは、最小１０名、最大１６名とする。

未提出のチームは失格とし、エントリーを取り消す。 

 

日時：１０月５日（日） ８：３０ 集合 

場所：市民球場観覧席 「庭球」のプレート前 

 

 なお、雨天の場合は、郷土の森総合体育館に変更となる。当日の朝に府中市庭球連盟ホーム

ページにて案内するので確認すること。 

 

４－２ 開会式／閉会式 

（開会式） 

出場チームは、上記の出場メンバーの登録後、府中市民陸上競技場に移動し（雨天の場合は

そのまま体育館で）、「府中市民体育大会秋季大会 開会式」に参加すること。開会式に不参

加のチームは失格とし、エントリーを取り消す。（出場チームは１名以上参加すること。１

つの団体から複数チーム出場している場合は、団体として１名以上でよい。） 

なお、前年団体戦Ａ優勝チームから２名は、旗手として大国魂神社からのパレードに参加す

ること。 

 

（閉会式） 

団体戦Ａ 優勝、準優勝、３位のチームは、各２名を閉会式に参加すること。 

 

日時：１１月９日（日） １４：４５ 集合 

場所：郷土の森総合体育館 

 

４－３ 試合球 

・試合球は出場チームの持寄りとする。（自チームの試合開始までに試合球を準備できない場

合は失格とする。） 

・試合球は、ブリヂストンＸＴ８、又はダンロップＦＯＲＴ（黄色）の２個未開封缶を５つと

する。 

・試合前に、対戦チームでどちらが持ち寄った試合球を使用するか決め、試合後は勝利チーム

に未開封缶、敗北チームにセットボールが渡ることとする。 

・決勝日の決勝で対戦するチームは、５つの未使用缶を３位決定戦の使用球として提供するこ

と。３位決定戦の使用後のセットボールは、提供したチームに返却すること。 

 

４－４ 試合運営 

・予選日は、会場レフェリーを置かない。出場チームでの自主的運営とする。 

・決勝日は、府中市庭球連盟がコートレフリーを行う。 
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４－５ 試合形式 

・女子ダブルス×１、シニア又は混合ダブルス×１、制限なしダブルス×３の計５ダブルス 

３勝したチームを勝利チームとする。 

・全試合セルフジャッジ。 

・試合前のウォーミングアップは、サービス４本（各サイド２本）。 

・予選日・・・６ゲーム先取 ノーアドバンテージ 

・決勝日・・・１セットマッチ（６－６ ７ポイントタイブレーク） 

 

４－６ 対戦表の交換／対戦後の確認 

・「対戦表」（様式２）に出場選手の姓名を記入する（同じものを２枚作成する）。 

・試合開始前、対戦チームは整列し挨拶をするとともに、「対戦表」を１枚交換する。 

・試合終了後、記入したスコアに誤りが無い事をお互い確認する。 

・敗北したチームは、それまでに受け取った対戦表を勝利チームへ渡す。 

・予選日において、各会場の勝利チームは、決勝日に当該会場の全試合結果として、コートレ

フリーに集めた対戦表を渡す。 

・決勝において、優勝チームは、決勝日全試合の結果としてコートレフリーに集めた対戦表を

渡す。 

 

４－７ 試合結果の報告 

（予選日） 

各会場の予選勝利チームは、以下の報告を行うこと。 

報告形式・・・電子メール（宛先：ft130-r@fuchu-tennis.org） 

報告期限・・・予選日当日の２０時まで 

報告内容・・・（１）種目 （２）会場 （３）勝利チーム名 

※未報告の場合は、当該ブロックは失格とする。 

※全ての試合を消化できなかった場合は、勝ち残っている出場チームの中から代表を決め、

そのチームが、種目、会場、及び試合の状況を報告すること。（未消化の試合は、決勝日、

もしく予備日に実施する。） 

（決勝日） 

会場にいる大会役員（府中市庭球連盟）へ結果を報告すること。 

 

４－８ 予選日に試合を消化しきれなかった場合について 

 勝ち上がりチームが確定しているか否かで以下とする。 

（確定している場合） 

 ・実施中、および未実施の試合は打切りとする。 

（未確定の場合） 

 ・実施中の試合は中断、未実施の試合は未消化として予備日（決勝日）に延期とする。 

 ・未実施の試合についてはメンバーを変更できるが、実施中の試合は変更できない。（未実

施の試合で変更できるメンバーは、当該対戦で試合をしていない者に限る。） 

 ・「対戦表」は、予備日（決勝日）に改めて交換する。 

 ・実施中の試合については棄権することができるが、未実施の試合については棄権すること

はできない。（未実施の試合へ出場するメンバーが揃わない場合は失格とする。） 

 ・実施中の試合を棄権する場合は、中断時点以降のゲームを全て失うものとする。ただし、

両チームとも棄権の場合は、代表者によるジャンケンで勝敗を決め、勝ったチームが中断

時点以降の全てのゲームを獲得するものとする。 
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５．競技種目と日程 
 

５－１ 予選 

競技種目 予選日 予選予備日 備考 

一 

般 

男子シングルス 9/23(火) 11/9(日) 予選予備日も悪天等

で実施できない場合

は、原則として当該

種目は中止とする。 

女子シングルス 

男子ダブルスＡ 9/14(日) 9/28(日) 

男子ダブルスＢ 

女子ダブルスＡ 9/21(日) 10/13(月) 

女子ダブルスＢ 

混合ダブルス 9/15(月) 10/26(日) 

シ 

ニ 

ア 

シニアシングルス 9/23(火) 11/9(日) 

グランドシニアシングルス 

シニアダブルス 9/14(日) 9/28(日) 

シニア混合ダブルス 9/15(月) 10/26(日) 

少 

年 

小学生男子シングルス 10/4(土) 10/11(土) 

小学生女子シングルス 

小学生女子ダブルス 10/11(土) 10/18(土) 

中学生男子シングルス 9/7(日) 9/21(日) 

中学生女子シングルス 

中学生男子ダブルス 

中学生女子ダブルス 

団 

体 

団体戦Ａ 10/12(日) 10/19(日) 

団体戦Ｂ 
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５－２ 決勝 

競技種目 決勝日 予備日 備考 

一 

般 

男子シングルス 11/9(日) 未定 決勝日が悪天等で実

施できない場合、少

年種目以外は共通予

備日(11/2、11/16、

11/23)から大会委員

で検討（団体戦を優

先）して実施日を決

め、府中市庭球連盟

ホームページにて発

表する。 

女子シングルス 

男子ダブルスＡ 9/28(日) 

男子ダブルスＢ 

女子ダブルスＡ 10/13(月) 

女子ダブルスＢ 

混合ダブルス 10/26(日) 

シ 

ニ 

ア 

シニアシングルス 11/9(日) 

グランドシニアシングルス 

シニアダブルス 9/28(日) 

シニア混合ダブルス 10/26(日) 

少 

年 

小学生男子シングルス 10/11(土) 10/18(土) 

小学生女子シングルス 

小学生女子ダブルス 

中学生男子シングルス 9/21(日) 10/13(月) 

中学生女子シングルス 

中学生男子ダブルス 

中学生女子ダブルス 

団 

体 

団体戦Ａ 10/19(日) 未定 

団体戦Ｂ 
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６．会場と集合時刻 
 ※各会場ともコートの使用は１７時まで。（10/19の団体戦を除く） 試合途中の場合は打切

り、予備日へ持越しとする。 

６－１ 男子シングルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/23予選 11/9予備 

男子シングルス 

予選 

1-9 

10-19 
四谷 四谷 

9:00 

12:00 

20-29 

30-38 
住吉 住吉 

9:00 

12:00 

39-47 

48-57 
若松 若松 

9:00 

12:00 

58-67 

68-76 
西府 西府 

9:00 

12:00 

77-85 

86-95 
日新 日新 

9:00 

12:00 

96-105 

106-114 
紅葉 紅葉 

9:00 

12:00 

115-123 

124-133 
紅葉第二 紅葉第二 

9:00 

12:00 

134-143 

144-152 
栄町 栄町 

9:00 

12:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
11/9決勝 予備日未定 

男子シングルス 

決勝 
全員 小柳 未定 9:00 

 

 

６－２ 女子シングルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/23予選 11/9予備 

女子シングルス 

予選 1-22 

23-44 
小柳(ABD) 小柳(ABD) 

9:00 

12:00 

45-59 押立 押立 9:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
11/9決勝 予備日未定 

女子シングルス 

決勝 
全員 小柳 未定 9:00 
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６－３ 男子ダブルスＡ 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/14予選 9/28予備 

男子ダブルスＡ 

予選 
1-7 

8-15 
押立 都立府中の森 

9:00 

12:00 

16-23 

24-30 
住吉 都立府中の森 

9:00 

12:00 

31-37 

38-45 
紅葉丘 都立府中の森 

9:00 

12:00 

46-53 

54-60 
平和の森 平和の森 

9:00 

12:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/28決勝 予備日未定 

男子ダブルスＡ 

決勝 
全員 都立府中の森 未定 9:00 

 

 

６－４ 男子ダブルスＢ 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/14予選 9/28予備 

男子ダブルスＢ 

予選 
1-9 

10-17 
寿町 寿町 

9:00 

12:00 

18-25 

26-33 
四谷 四谷 

9:00 

12:00 

34-42 

43-50 
若松 若松 

9:00 

12:00 

51-58 

59-67 
日新 日新 

9:00 

12:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/28決勝 予備日未定 

男子ダブルスＢ 

決勝 
全員 都立府中の森 未定 9:00 
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６－５ 女子ダブルスＡ 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/21予選 10/13予備 

女子ダブルスＡ 

予選 

1-6 

7-12 

13-18 

寿町 都立府中の森 

9:00 

9:00 

9:00 

19-24 

25-30 

31-36 

住吉 都立府中の森 

9:00 

9:00 

9:00 

37-42 

43-48 
日新 都立府中の森 

9:00 

9:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
10/13決勝 予備日未定 

女子ダブルスＡ 

決勝 
全員 都立府中の森 未定 9:00 

 

 

６－６ 女子ダブルスＢ 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/21予選 10/13予備 

女子ダブルスＢ 

予選 

1-5 

6-11 

12-17 

18-22 

紅葉丘 寿町 

9:00 

9:00 

12:00 

12:00 

23-27 

28-33 

34-39 

40-44 

紅葉第二 四谷 

9:00 

9:00 

12:00 

12:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
10/13決勝 予備日未定 

女子ダブルスＢ 

決勝 
全員 都立府中の森 未定 9:00 
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６－７ 混合ダブルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/15予選 10/26予備 

混合ダブルス 

予選 

1-11 

12-23 
寿町 寿町 

9:00 

12:00 

24-35 

36-47 
四谷 四谷 

9:00 

12:00 

48-58 

59-70 
若松 若松 

9:00 

12:00 

71-82 

83-93 
平和の森 平和の森 

9:00 

12:00 

 

競技種目 ドロー番号 10/26決勝 予備日未定 集合時間 

混合ダブルス 

決勝 
全員 小柳 未定 9:00 

 

 

６－８ シニアシングルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/23予選 11/9予備 

シニアシングルス 

予選 

1-17 

18-35 
寿町 寿町 

9:00 

12:00 

36-47 押立 押立 12:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
11/9決勝 予備日未定 

シニアシングルス 

決勝 
全員 平和の森 未定 9:00 

 

 

６－９ グランドシニアシングルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/23予選 11/9予備 

グランドシニア 

シングルス予選 

1-13 

14-26 
平和の森 平和の森 

9:00 

11:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
11/9決勝 予備日未定 

グランドシニア 

シングルス決勝 
全員 平和の森 未定 9:00 
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６－１０ シニアダブルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/14予選 9/28予備 

シニアダブルス 

予選 

1-21 

22-43 
小柳(ABD) 小柳(ABD) 

9:00 

11:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/28決勝 予備日未定 

シニアダブルス 

決勝 
全員 都立府中の森 未定 9:00 

 

 

６－１１ シニア混合ダブルス 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/15予選 10/26予備 

シニア混合ダブルス 

予選 
1-16 

17-32 
小柳(ABD) 小柳(ABD) 

9:00 

11:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
10/26決勝 予備日未定 

シニア混合ダブルス 

決勝 
全員 小柳 未定 11:00 
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６－１２ 中学生種目 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/7予選 9/21予備 

中学生男子 

シングルス予選 
1-27 押立 押立 9:00 

28-55 若松 若松 9:00 

中学生女子 

シングルス予選 
1-14 

小柳(ABD) 小柳(ABD) 

9:00 

中学生男子 

ダブルス予選 
1-25 9:00 

中学生女子 

ダブルス予選 
1-21 四谷 四谷 9:00 

22-43 平和の森 平和の森 9:00 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
9/21決勝 10/13予備 

中学生男子 

シングルス決勝 
全員 

小柳(ABD) 小柳(ABD) 

9:00 

中学生女子 

シングルス決勝 
全員 9:00 

中学生男子 

ダブルス決勝 
全員 9:00 

中学生女子 

ダブルス決勝 
全員 9:00 

 

 

６－１３ 小学生種目 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
10/4予選 10/11予備 

小学生男子 

シングルス予選 
全員 小柳 小柳 9:00 

小学生女子 

シングルス予選 
全員 小柳 小柳 11:30 

※小学生女子ダブルス予選は、決勝日に実施 

 

競技種目 ドロー番号 
会場 

集合時間 
10/11決勝 10/18予備 

小学生女子 

ダブルス予選・決勝 
全員 小柳 小柳 9:00 

小学生男子 

シングルス決勝 
全員 小柳 小柳 11:00 

小学生女子 

シングルス決勝 
全員 小柳 小柳 11:00 

 

 

６－１４ 団体種目 

会場、集合時間は、「８．組合せ（ドロー）団体種目」に記載する。 
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７．組合せ（ドロー）個人種目 
 

 

※ダブルスにおいて、記載されている所属団体、町名、学校名は、申込者（ペア左側）のもの

である。よって、パートナーが同じ団体に所属しているとは限らない。 

 

 

 

 

  ・男子シングルス・・・・・・・・・・・・・・・・P.17 

  ・女子シングルス・・・・・・・・・・・・・・・・P.22 

  ・男子ダブルスＡ・・・・・・・・・・・・・・・・P.24 

  ・男子ダブルスＢ・・・・・・・・・・・・・・・・P.26 

  ・女子ダブルスＡ・・・・・・・・・・・・・・・・P.29 

  ・女子ダブルスＢ・・・・・・・・・・・・・・・・P.31 

  ・一般混合ダブルス・・・・・・・・・・・・・・・P.33 

  ・シニアシングルス・・・・・・・・・・・・・・・P.36 

  ・グランドシニアシングルス・・・・・・・・・・・P.38 

  ・シニアダブルス・・・・・・・・・・・・・・・・P.40 

  ・シニア混合ダブルス・・・・・・・・・・・・・・P.42 

  ・中学男子シングルス・・・・・・・・・・・・・・P.44 

  ・中学女子シングルス・・・・・・・・・・・・・・P.46 

  ・中学男子ダブルス・・・・・・・・・・・・・・・P.48 

  ・中学女子ダブルス・・・・・・・・・・・・・・・P.50 

  ・小学女子シングルス・・・・・・・・・・・・・・P.52 

  ・小学男子シングルス・・・・・・・・・・・・・・P.54 

  ・小学女子ダブルス・・・・・・・・・・・・・・・P.56 
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1. 池田 祐弥 （KTC）

2. 山田 篤 （天神町）

3. 古谷 和男 （MTC）

4. 内山 一晴 （C.C.P）

5. 堀 淳 （東芝府中）

6. 大谷 洋輔 （ノブ）

7. 朝倉 優 （本宿町）

8. 吉村 昌晃 （すばる）

9. 伊藤 雄気 （緑町）

10. 牛尾 国生 （WING）

11. 佐藤 純一 （八幡町）

12. 大塚 喜隆 （ＣＨＺ）

13. 小島 洋輔 （新町）

14. 中條 隆志 （東芝府中）

15. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）

16. 増元 光徳 （ウルトラ）

17. 小柳 輝明 （STCS）

18. 萱沼 健 （高速カブ）

19. 渡辺 英嗣 （日新町）

20. 竹下 大輔 （ウルトラ）

21. 土屋 雄一郎 （日鋼町）

22. 塚本 祐大 （ノブ）

23. 安江 明昌 （小柳町）

24. 吉澤 辰一 （美好町）

25. 片田 旬紀 （ひまわり）

26. 小林 立彦 （浅間）

27. 武田 亮 （東芝府中）

28. ＢＹＥ

29. 久方 淳矢 （西府町）

30. 上田 浩一郎 （四谷）

31. 牧田 広樹 （STCS）

32. 石島 馨 （SHES）

33. 風間 健児 （FYTC）

34. 惣慶 裕幸 （KKC）

35. 中山 和也 （ＴＴＦ）

36. 瀧本 和靖 （東芝府中）

37. 荒川 直輝 （南町）

38. 田中 正人 （ＳＡＮＳ）

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

MSA-01

MSA-02
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39. 鈴木 広一 （ウルトラ）

40. 小林 明男 （リバティ）

41. 永井 洋之 （四谷）

42. 佐野 日出之 （浅間）

43. 網代 浩公 （紅葉丘）

44. 安井 康二 （東芝府中）

45. 清水 賢治 （STCS）

46. 紙山 大雅 （新町）

47. 加藤 幸宏 （むつ）

48. 神田 瑛音 （西原町）

49. ＢＹＥ

50. 浅野 太河 （南町）

51. 平井 琢二 （ノブ）

52. 川口 貴志 （武蔵台ク）

53. 古賀 将太 （L.C）

54. 村山 清一 （東芝府中）

55. 増澤 欣也 （日新町）

56. 藤枝 智幸 （クーガ）

57. 中野 壮一郎 （住吉町）

58. 鷲田 裕樹 （SHES）

59. 福島 慎一 （晴見町）

60. 新美 伸敏 （分梅町）

61. 大西 裕一郎 （とえてに）

62. 米内山 雅人 （日鋼町）

63. 池山 勉 （YNM）

64. 橘田 倫彰 （ひまわり）

65. 織田 健志 （東芝府中）

66. 庄野 貴也 （FYTC）

67. 冨田 健太 （ノブ）

68. 服部 直人 （住吉町）

69. 市瀬 博之 （40-0）

70. 稲原 朋晃 （高速カブ）

71. 菅沼 淳 （Sunny）

72. 山成 真輝 （東芝府中）

73. 近藤 翔平 （C.C.P）

74. 久冨 光映 （本町）

75. 貞金 浩司 （STCS）

76. 吉岡 祐二 （KTC）

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

MSA-03

MSA-04
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77. 田村 茂 （宇宙ST）

78. 藤井 大輔 （高速カブ）

79. 千原 諭 （クーガ）

80. 椋木 誠 （東芝府中）

81. 三重野 国人 （押立町）

82. 原田 典政 （MTC）

83. 杉 恭輔 （ＣＨＺ）

84. 佐藤 剛 （CAF）

85. 園田 健人 （美好町）

86. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）

87. 鈴木 勝利 （浅間）

88. 久留間 靖之 （住吉町）

89. 喜多 宏明 （東芝府中）

90. 和蛇田 宏一 （小柳町）

91. 高橋 亮 （ひまわり）

92. 小宮山 浩司 （是政）

93. 高松 幸広 （SHES）

94. 鈴木 憲幸 （日新町）

95. 仲本 健 （朝日町）

96. 小河原 政信 （ウルトラ）

97. 黒崎 泰英 （東芝府中）

98. 碓井 伸一 （南町）

99. 伊藤 和夫 （KTC）

100. 重久 理行 （四谷）

101. 浅原 一博 （C.C.P）

102. 村井 旬一郎 （クラブ７）

103. 佐藤 裕幸 （STCS）

104. ＢＹＥ

105. 鎌田 将 （FYTC）

106. 吉田 仁 （本町）

107. 山本 昇一 （西原町）

108. 四ノ原 冬徒 （日鋼町）

109. 佐橋 賢一 （とえてに）

110. 井出 栄 （新町）

111. 吉田 哲也 （北山町）

112. 吉野 智政 （白糸台）

113. 高橋 直之 （ノブ）

114. 平林 温 （SHES）

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

MSA-05

MSA-06
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115. 西野 智彦 （浅間）

116. 河村 慶一 （ＴＴＦ）

117. 遠藤 典夫 （若松町）

118. 工藤 玲 （小柳町）

119. 田中 茂一 （宮町）

120. 冨林 正樹 （住吉町）

121. 村上 和也 （東芝府中）

122. 村田 拓未 （分梅町）

123. 芝 悠介 （日鋼町）

124. 太田 真輝 （ひまわり）

125. ＢＹＥ

126. 松岡 祐司 （東芝府中）

127. 高木 幹夫 （むつ）

128. 鮎川 龍也 （MTC）

129. 米村 健 （紅葉丘）

130. 庄野 敦也 （FYTC）

131. 小池 健樹 （美好町）

132. 知々田 大介 （日新町）

133. 小林 誠 （KKC）

134. 菊川 和樹 （SHES）

135. 百瀬 直樹 （住吉町）

136. 櫻庭 隼人 （C.C.P）

137. 真壁 和史 （日新町）

138. 津田 理史 （武蔵台）

139. 山口 宜史 （高速カブ）

140. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）

141. 岩崎 直樹 （西府町）

142. 柳澤 恵樹 （KTC）

143. 米田 宗和 （YNM）

144. 桑原 克明 （クーガ）

145. 上村 真也 （東芝府中）

146. 谷本 卓弥 （ノブ）

147. 乗田 雄造 （日鋼町）

148. 山崎 大輔 （サタデー）

149. 鳥海 元哉 （ウルトラ）

150. 佐伯 健多 （南町）

151. 岡田 密 （40-0）

152. 井上 一裕 （Sunny）

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

MSA-07

MSA-08
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1. 黒木 信介 （ＳＡＮＳ）

2. （        ）

3. （        ）

4. 安江 崇 （FYTC）

5. 吉田 徹 （東芝府中）

6. （        ）

7. （        ）

8. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）

9. 太田 茂晴 （ＳＡＮＳ）

10. （        ）

11. （        ）

12. 柳原 敏信 （ウルトラ）

13. 紀伊 桂一 （むつ）

14. （        ）

15. （        ）

16. 肥田野 翔 （たんぽぽ）

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57回 府中市民体育大会(秋季大会) 女子シングルス
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1. 河内 希美 （KTC）
2. 山本 美佐 （西原町）
3. 霜田 晴美 （若松町）
4. 三木 洋子 （トマト）
5. 名和 沙織 （むつ）
6. 中西 典子 （武蔵台ク）
7. 中山 真樹子 （ＴＴＦ）
8. 小林 由美子 （幸町）
9. ＢＹＥ

10. 伊藤 未来 （本町）
11. 尾坂 侑香 （東芝府中）
12. 清原 洋子 （朝日町）
13. 吉井 葉子 （たんぽぽ）
14. ＢＹＥ
15. 紀洲谷 文子 （ウルトラ）
16. 若林 加奈子 （C.C.P）
17. 大木 智江子 （車返TC）
18. 佐野 美穂 （押立町）
19. 藤田 聡子 （ＦＴＣ）
20. 吉野 順子 （若松町）
21. 前 美紀 （FYTC）
22. 村上 祐子 （東芝府中）
23. 大西 加奈子 （とえてに）
24. 伊藤 みなみ （ひまわり）
25. 桑原 育子 （クーガ）
26. 今泉 晶子 （是政）
27. 石田 琴江 （分梅町）
28. 鈴木 朋美 （リバティ）
29. 関東 裕香里 （浅間）
30. 酒井 靖子 （L.C）
31. 津田 薫乃 （武蔵台）
32. 友　野 亮　子 （MTC）
33. 藤田 雅子 （たんぽぽ）
34. 角川 加奈子 （ＳＡＮＳ）
35. 片田 洋子 （ひまわり）
36. 大貫 路子 （とえてに）
37. 村田 京子 （ウルトラ）
38. 三浦 範子 （ＡＳＴＩ）
39. 野田 憂妃 （栄町）
40. 加藤 みゆき （東芝府中）
41. 加藤 玲奈 （むつ）
42. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）
43. ＢＹＥ
44. 菅原 聖子 （浅間）
45. 田村 豊美 （宇宙ST）
46. ＢＹＥ
47. 香川 由美 （クラブ７）
48. 相澤 まや （北山町）
49. 常世田 礼子 （FYTC）
50. 冨林 寿美江 （住吉町）
51. 伊達 陽子 （武蔵台ク）
52. 池田 智代 （KTC）
53. 保谷 成美 （南町）
54. 遠藤 美代子 （若松町）
55. 肥田野 友季 （たんぽぽ）
56. 坂口 多恵子 （清水丘）
57. 柴田 奏美 （緑町）
58. 仲川 桜子 （浅間）
59. 松本 尚子 （ひまわり）

1st. 2nd. 3rd.

WS-01

WS-02

WS-03

WS-04

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



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) 男子ダブルス（Ａ）

- 24 -

1. 古谷 和男 （MTC）・高橋 浩司
2. 小林 明男 （リバティ）・前塚 春貴
3. 百瀬 直樹 （住吉町）・田島 稔
4. 鈴木 広一 （ウルトラ）・竹下 大輔
5. 須藤 修三 （高速カブ）・萱沼 健
6. 井上 壮太 （サタデー）・常盤木 啓
7. 遠藤 典夫 （若松町）・井出 栄
8. 稲見 修 （C.C.P）・古澤 清志
9. 大西 裕一郎 （とえてに）・高橋 航

10. 梅沢 孝一 （CAF）・野澤 順
11. 牧田 広樹 （STCS）・桑原 幹
12. 織田 健志 （東芝府中）・松岡 祐司
13. 園田 健人 （美好町）・吉藤 亮介
14. ＢＹＥ
15. 井上 和也 （Sunny）・小西 隆行
16. 肥田野 翔 （たんぽぽ）・外山 太志
17. ＢＹＥ
18. 佐藤 毅 （とえてに）・佐橋 賢一
19. 谷本 卓弥 （ノブ）・冨田 健太
20. 小野寺 昭人 （東芝府中）・山成 真輝
21. 米田 宗和 （YNM）・小林 優生
22. 戸塚 康幸 （ウルトラ）・鳥海 元哉
23. 田沼 敏明 （FYTC）・鎌田 康洋
24. 後藤 秀樹 （C.C.P）・野田 祥司
25. 加藤 幸宏 （むつ）・福島 悠史
26. 土屋 雄一郎 （日鋼町）・芝 悠介
27. 鈴木 健一 （北山町）・小澤 宏司
28. 渡辺 一博 （KKC）・軍司 卓哉
29. 金子 歩太 （STCS）・國島 誠人
30. 太田 真輝 （ひまわり）・谷口 広祐
31. 大井 常義 （Sunny）・菅原 庸
32. 高木 幹夫 （むつ）・南波 伸也
33. 小柳 輝明 （STCS）・山本 和正
34. 安井 康二 （東芝府中）・伊藤 周平
35. 小池 健樹 （美好町）・小澤 僚
36. 浅原 一博 （C.C.P）・城野 俊樹
37. 吉田 哲也 （北山町）・中坪 健治
38. 山本 久志 （ポスト）・酒井 洋一
39. 橘田 倫彰 （ひまわり）・高橋 亮
40. 原田 典政 （MTC）・笹尾 祥士
41. 柳田 剛 （たんぽぽ）・根本 悟
42. 河村 慶一 （ＴＴＦ）・露木 敏浩
43. 池山 勉 （YNM）・林 太郎
44. ＢＹＥ
45. 小河原 政信 （ウルトラ）・井上 桂佑
46. 大塚 喜隆 （ＣＨＺ）・杉 恭輔
47. ＢＹＥ
48. 菅沼 淳 （Sunny）・箕田 洋史
49. 米山 賢吾 （浅間）・村松 雅晃
50. 内山 一晴 （C.C.P）・赤間 尚志
51. 吉田 浩太郎 （ＡＳＴＩ）・坂井 篤
52. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・安藤 裕生
53. 田村 茂 （宇宙ST）・太田 茂晴
54. 佐藤 裕幸 （STCS）・大貫 順一
55. 久冨 光映 （本町）・渡辺 英嗣
56. 塚本 祐士 （ノブ）・塚本 祐大
57. 櫻庭 隼人 （C.C.P）・高見 泰世
58. 村上 和也 （東芝府中）・椋木 誠
59. 古賀 将太 （L.C）・加藤 大知
60. 佐藤 郷 （とえてに）・丸山 瞬

1st. 2nd. 3rd.

MDA-01

MDA-02

MDA-03

MDA-04

MDA-05

MDA-06

MDA-07

MDA-08
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1. 黒木 信介 （ＳＡＮＳ）・中澤 純人

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 吉岡 祐二 （KTC）・柳澤 恵樹

5. 菊川 和樹 （SHES）・和知 秀明

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 西野 智彦 （浅間）・吉見 信孝

9. 池田 祐弥 （KTC）・柳原 敏信

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 安江 崇 （FYTC）・杉山田 竜吾

13. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）・今井 宗丈

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 吉田 徹 （東芝府中）・蛭町 巧

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. 上村 真也 （東芝府中）・崎田 聡史

2. ＢＹＥ

3. ＢＹＥ

4. 千原 諭 （クーガ）・和田 光一

5. 成田 英次 （新町）・山田 篤

6. 田村 正文 （40-0）・佐田谷 彰

7. 大羽 裕之 （YNM）・佐藤 誠也

8. 金子 卓巳 （サタデー）・福島 慎一

9. 長谷部 一志 （本町）・吉田 仁

10. 山田 昌弘 （天神町）・八木 憲一

11. 横山 隆 （MTC）・阪本 剛一

12. 沖村 仁志 （セカンド）・吉田 裕一

13. 長谷部 裕行 （押立町）・川村 健一

14. 石島 馨 （SHES）・鷲田 裕樹

15. 鵜飼 敦 （FWF）・石丸 博之

16. 中山 和也 （ＴＴＦ）・中山 雄太

17. 時田 庄悟 （たんぽぽ）・国光 健吾

18. 早川 明彦 （40-0）・岡田 密

19. 園田 孝弘 （ポスト）・村山 正彦

20. 高松 幸広 （SHES）・上田 真之

21. 浅野 太河 （南町）・村田 拓未

22. 藤枝 智幸 （クーガ）・曾根崎 聡

23. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・河田 直人

24. 鈴木 美紀男 （西原町）・碓井 伸一

25. 相澤 尚巳 （サタデー）・日橋 翔吾

26. 橋本 裕二 （晴見町）・花澤 伸芳

27. 藤井 大輔 （高速カブ）・永井 洋之

28. 矢部 貴大 （住吉町）・赤井 慎平

29. 近藤 翔平 （C.C.P）・中村 悠

30. 古川 雄一 （ノブ）・大谷 洋輔

31. 蒲生 識弘 （紅葉丘）・福島 道弘

32. 山西 克幸 （リバティ）・池田 修一

33. 伊藤 雄気 （緑町）・船津 大和

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

MDB-01

MDB-02

MDB-03

MDB-04
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34. 山崎 大輔 （サタデー）・中山 駿

35. ＢＹＥ

36. 吉野 泰正 （ポスト）・斉藤 勝男

37. 内坪 敬太 （SHES）・内坪 雄太

38. 庄野 貴也 （FYTC）・庄野 敦也

39. 知々田 大介 （日新町）・和蛇田 宏一

40. 馬場 徳久 （トマト）・内田 琢磨　

41. 清水 賢治 （STCS）・坂田 洋

42. 佐藤 晃夫 （天神町）・藤吉 昭博

43. 服部 直人 （住吉町）・佐藤 良太

44. 酒井 直樹 （ＴＴＦ）・梛野 裕司

45. 朝倉 孝次郎 （分梅町）・山本 昇一

46. 松前 学 （クラブ７）・村井 旬一郎

47. 安田 直史 （若松町）・原 節

48. 高久 正夫 （高速カブ）・岩橋 孝彦

49. 桑原 克明 （クーガ）・筆宝 伸治

50. 荒川 直輝 （南町）・荒川 恵二

51. 齊藤 貴之 （西原町）・半澤 秀仁

52. 服部 靖 （住吉町）・冨林 正樹

53. 渡邊 幹男 （40-0）・市瀬 博之

54. 進藤 都夫 （南町）・若菜 辰彦

55. 中西 芳彦 （KKC）・高橋 勇

56. 久保寺 眞司 （サタデー）・竹田 正美

57. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・田村 欣也

58. 山口 宜史 （高速カブ）・稲原 久敬

59. 嶋野 利明 （セカンド）・三宅 博

60. 渡邊 賢吾 （日鋼町）・四ノ原 冬徒

61. 山田 房男 （浅間町）・仁平 和夫

62. 菊川 善夫 （ポスト）・竹延 和俊

63. 川口 貴志 （武蔵台ク）・斉藤 英彰

64. 喜多 宏明 （東芝府中）・田原 啓太郎

65. 網代 好秀 （リバティ）・岩谷 修

66. ＢＹＥ

67. 竹ノ内 純 （片町）・佐藤 謙次

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

MDB-05

MDB-06

MDB-07

MDB-08
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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
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1. 長谷川 弘子 （ウルトラ）・川上 真帆子

2.　ＢＹＥ

3. 土井 里知子 （浅間）・横井 麻美

4. 柚木崎 ヌイ子 （YNM）・佐藤 順

5.　

6. 伊藤 みなみ （ひまわり）・松本 尚子

7. 河内 香里 （KTC）・河内 希美

8. 酢田 淳子 （住吉町）・矢部 幸子

9. 沖村 嘉代子 （朝日町）・原田 りえ子

10. 佐藤 美穂 （押立町）・小田 博子

11. 松下 幸子 （晴見町）・土内 英子

12. 吉留 真紀 （L.C）・古賀 彩子

13. 関東 裕香里 （浅間）・上ノ山 久美

14. 今井 裕美 （YNM）・園田 ひろみ

15. 亀井 淳子 （高速カブ）・野田 真樹

16. 齋藤 陽子 （朝日町）・桑野 睦子

17. 小菅 智子 （宇宙ST）・細本 有理子

18. 常世田 礼子 （FYTC）・佐野 貴美子

19. 角川 加奈子 （ＳＡＮＳ）・坂井 弘美

20. ＢＹＥ

21. 若林 加奈子 （C.C.P）・森 悠子

22. 河原 恵子 （すばる）・鵜飼 久美子

23. 村田 京子 （ウルトラ）・堀 優子

24. 伊藤 裕子 （L.C）・山本 恵世

25. 寺澤 陽子 （L.C）・斉藤 香織

26. 清原 洋子 （朝日町）・宮嶋 千絵子

27. 仲川 桜子 （浅間）・大山 美穂

28. 折橋 享代 （高速カブ）・土肥 由香

29. ＢＹＥ

30. 清水 良枝 （STCS）・桑田 佳恵

31. 古稲 美之 （MTC）・末永 善子

32. 江間 裕美 （ウルトラ）・村田 綾子

33. 石田 琴江 （分梅町）・小林 由美子

34. 菊川 昌子 （ポスト）・竹延 久美子

35. 前 美紀 （FYTC）・前 志津香

36. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・月本 聖子

37. 池中 晴美 （ウルトラ）・藤井 直子

38. 福山 葉子 （FYTC）・藤田 順子

39. 山田 千栄子 （ひまわり）・望月 祐子

40. 柳沢 美代子 （たんぽぽ）・藤田 雅子

41. 河内 美代子 （KTC）・池田 智代

42. 阿久津 慶子 （新町）・滋田 伊世

43. 開沼 まき子 （C.C.P）・羽鳥 ひろみ

44.

45. 藤田 聡子 （ＦＴＣ）・山本 愛子

46. 渡辺 初代 （KKC）・和田 治子

47.  ＢＹＥ

48. 信太 理佳 （YNM）・東海林 美紀

1st. 2nd. 3rd.

WDA-01

WDA-02

WDA-03

WDA-04

WDA-05

WDA-06

WDA-07

WDA-08

myoshimura
テキストボックス
吉井　　　葉子　　　　　・ 福川　　　万紀子　　　　（たんぽぽ）

myoshimura
テキストボックス
大西　　 加奈子　　　・ 長谷川　 知子　　　　　（とえてに）
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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
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1. 藤井 優子 （高速カブ）・鎌田 睦子

2. 肥田野 康子 （たんぽぽ）・中島 弘子

3. 西野 佳苗 （寿町）・二瓶 美保

4. 朝倉 淳子 （本宿町）・山本 美佐

5. 桑原 育子 （クーガ）・井上 富美子

6. 吉野 順子 （若松町）・田中 暁子

7. ＢＹＥ

8. 岩橋 真由美 （住吉町）・守屋 里美

9. 池田 恵子 （ちびテニ）・佐藤 美穂

10. 森 正子 （KTC）・大澤 靖子

11. 渡辺 麻子 （白糸台）・若菜 つや子

12. 大西 美治 （むつ）・奥田 優子

13. 堀江 政子 （天神町）・村上 くに子

14. 中西 典子 （武蔵台ク）・伊達 陽子

15. 盛岡 浩美 （新町）・佐藤 里美

16. ＢＹＥ

17. 山崎 真須美 （押立町）・奥谷 麗子

18. 小林 幹子 （美好町）・今泉 晶子

19. 和田 和子 （クーガ）・青柳 恵子

20. 岩崎 泰子 （西府町）・藤野 麻美

21. 岡本 麻里 （府中町）・井上 ゆかり

22. 市瀬 久美子 （住吉町）・佐藤 尚子

23. 三品 明美 （紅葉丘）・桜井 ちづこ

24. 服部 佳世 （住吉町）・冨林 寿美江

25. 近藤 千秋 （若松町）・高師 久美子

26. 瀬戸 恵子 （クーガ）・千原 聡子

27. 小澤 千夏 （新町）・中西 隆子

28. 工藤 広子 （浅間）・藤村 典子

29. ＢＹＥ

30. 朝倉 夕佳 （本宿町）・山本 雛子

31. 名和 沙織 （むつ）・麓 マミ

32. 大城 ひろ子 （住吉町）・田島 由紀

33. 富岡 裕子 （小柳町）・高田 利奈

34. 宮澤 まさみ （白糸台）・河野 文子

35. 立川 直子 （フラッグ）・佐藤 友美

36. 佐藤 純 （是政）・後藤 紗恵子

37. 堀江 美智代 （ＣＨＺ）・大竹 和枝

38. ＢＹＥ

39. 貴田 美智子 （住吉町）・松澤 真紀子

40. 中村 晴美 （クーガ）・浅井 裕子

41. 杉田 恵子 （新町）・高橋 薫

42. 島田 信子 （朝日町）・川瀬 朋子

43. 坂口 多恵子 （清水丘）・前田 晶子

44. 穂高 たつ美 （美好町）・小山 美由喜

1st. 2nd. 3rd.

WDB-01

WDB-02

WDB-03

WDB-04

WDB-05

WDB-06

WDB-07

WDB-08
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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
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1. 小菅 智子 （宇宙ST）・西村 仁

2. 牛尾 勉 （MTC）・桶川 雅子

3. 香川 由美 （クラブ７）・山内 雄人

4. 小山 英之 （すばる）・小山 満子

5. 黒澤 修 （片町）・森 祐子

6. 佐藤 浩 （押立町）・佐藤 美穂

7. 坂井 弘美 （ＡＳＴＩ）・坂井 篤

8. 服部 靖 （住吉町）・服部 佳世

9. 柚木崎 健一 （YNM）・柚木崎 ヌイ子

10. 村上 和也 （東芝府中）・村上 祐子

11. 松下 次男 （晴見町）・土内 英子

12. 田原 啓太郎 （東芝府中）・渡邊 侑希

13. 渡辺 英嗣 （たんぽぽ）・福川 万紀子

14. 網代 浩公 （紅葉丘）・網代 千紗

15. 進藤 都夫 （南町）・三品 明美

16. 伊藤 雄気 （緑町）・伊藤 佳祥子

17. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）・吉田 敬子

18. 藤田 洋一 （KTC）・池田 智代

19. 岡田 密 （40-0）・吉野 順子

20. 阿久津 和浩 （若松町）・阿久津 桃子

21. 圓山 正芳 （小柳町）・高田 利奈

22. 山口 宜史 （高速カブ）・折橋 享代

23. 小島 洋輔 （新町）・野田 憂妃

24. 朝倉 孝次郎 （本宿町）・朝倉 淳子

25. 鮎川 龍也 （MTC）・鮎川 詩子

26. 鈴木 健一 （北山町）・鈴木 佐知子

27. 中山 和也 （ＴＴＦ）・中山 真樹子

28. ＢＹＥ

29. 佐藤 賢一 （リバティ）・鈴木 朋美

30. 二瓶 安弘 （新町）・二瓶 美保

31. 喜多 宏明 （東芝府中）・加藤 みゆき

32. 鵜飼 敦 （FWF）・今園 夏代

33. 斉藤 正勝 （トマト）・三木 洋子

34. 山田 篤 （天神町）・盛岡 浩美

35. 名和 沙織 （むつ）・石橋 敏行

36. 萱沼 健 （高速カブ）・杉田 恵子

37. 伊藤 未来 （本町）・伊藤 憲和

38. 桑原 幹 （STCS）・箕輪 華

39. 有本 宣英 （住吉町）・久保 久美子

40. 遠藤 典夫 （若松町）・遠藤 美代子

41. 河内 勇 （KTC）・河内 美代子

42. 鎌田 将 （FYTC）・上ノ山 久美

43. ＢＹＥ

44. 川口 貴志 （武蔵台ク）・中西 典子

45. 山本 正己 （ウルトラ）・土肥 由香

46. 市川 鋭二 （東芝府中）・市川 多貴子

47. 若林 加奈子 （C.C.P）・高見 泰世

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

MIX-01

MIX-02

MIX-03

MIX-04
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48. 横山 隆 （MTC）・髙津 亜矢子

49. 津田 理史 （武蔵台）・津田 薫乃

50. 岩崎 直樹 （西府町）・岩崎 泰子

51. 伊藤 仁四郎 （CAF）・村田 佳世子

52. 沖村 仁志 （セカンド）・沖村 嘉代子

53. 山成 真輝 （東芝府中）・尾坂 侑香

54. 鎌田 睦子 （高速カブ）・大塚 喜隆

55. 古賀 将太 （L.C）・古賀 彩子

56. 加藤 幸宏 （むつ）・加藤 玲奈

57. 伊藤 和夫 （KTC）・伊藤 裕子

58. 大橋 武史 （幸町）・大橋 春佳

59. 松下 幸子 （晴見町）・土内 昌紀

60. 碓井 伸一 （南町）・碓井 真紀子

61. 守谷 心一郎 （新町）・木村 沙弥香

62. 森 梅太郎 （YNM）・今井 裕美

63. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・藤田 聡子

64. 工藤 玲 （小柳町）・工藤 千恵子

65. 菅谷 英美 （ひまわり）・三木 理恵子

66. ＢＹＥ

67. 園田 健人 （美好町）・緑川 菜月

68. 織田 健志 （東芝府中）・渡辺 由紀

69. 冨林 正樹 （住吉町）・冨林 寿美江

70. 山本 昇一 （西原町）・山本 美佐

71. 井上 美和 （ＴＴＦ）・八木橋 幸広

72. 安達 眸 （東芝府中）・堀 淳

73. 田村 豊美 （宇宙ST）・高橋 克巳

74. 森 英知 （KTC）・森 正子

75. ＢＹＥ

76. 藤井 大輔 （高速カブ）・藤井 優子

77. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）・三浦 範子

78. 若菜 辰彦 （紅葉丘）・渡辺 麻子

79. 大西 裕一郎 （とえてに）・大西 加奈子

80. 佐藤 純一 （八幡町）・佐野 美穂

81. 柴田 章 （緑町）・柴田 奏美

82. 小林 明男 （リバティ）・中島 多美子

83. 佐藤 広和 （四谷）・佐藤 尚子

84. 佐藤 裕幸 （STCS）・佐藤 茉由　

85. 市瀬 博之 （住吉町）・市瀬 久美子

86. 松前 学 （クラブ７）・田中 容子

87. 池山 勉 （YNM）・信太 理佳

88. 増元 光徳 （ウルトラ）・紀洲谷 文子

89. 中村 栄孝 （武蔵台ク）・伊達 陽子

90. 益田 裕一郎 （若松町）・益田 忍

91. 肥田野 翔 （たんぽぽ）・肥田野 友季

92. 坂口 多恵子 （清水丘）・石村 文男

93. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）・角川 加奈子

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

MIX-05

MIX-06

MIX-07

MIX-08
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1. 谷口 広祐 （ひまわり）・松本 尚子

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 井上 一裕 （Sunny）・宮崎 なつえ

5. 河内 希美 （KTC）・内坪 敬太

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 西野 智彦 （浅間）・仲川 桜子

9. 太田 真輝 （ひまわり）・伊藤 みなみ

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 野村 俊幸 （浅間）・菅原 聖子

13. 柳田 剛 （たんぽぽ）・吉井 葉子

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 池田 祐弥 （KTC）・斎藤 園子

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. 阿澄 幸夫 （浅間）

2. 稲見 修 （C.C.P）

3. 西村 智洋 （住吉町）

4. 渡邊 清吉 （WING）

5. 柴田 章 （緑町）

6. 星 浩明 （C.C.P）

7. 加藤 雅俊 （宮町）

8. 菅野 修 （府中町）

9. 村田 桂三郎 （ウルトラ）

10. 荒川 恵二 （南町）

11. 花岡 武 （MTC）

12. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）

13. 小沢 稔 （MTC）

14. 重政 孝弘 （ノブ）

15. 田村 欣也 （ウルトラ）

16. ＢＹＥ

17. 伊藤 仁四郎 （CAF）

18. 大羽 裕之 （YNM）

19. ＢＹＥ

20. 佐藤 浩 （押立町）

21. 田中 一光 （C.C.P）

22. 塩ノ谷 定光 （武蔵台ク）

23. 池田 勉 （KTC）

24. 長谷川 康 （ノブ）

25. 朝倉 孝次郎 （本宿町）

26. 宮下 博明 （C.C.P）

27. 奥村 雄介 （ひまわり）

28. ＢＹＥ

29. 細川 昭男 （FYTC）

30. 田中 榮一 （トマト）

31. 戸塚 康幸 （ウルトラ）

32. 森 梅太郎 （YNM）

33. 横山 隆 （MTC）

34. 三浦 孝晴 （住吉町）

35. 開沼 聡 （C.C.P）

36. 藤田 政満 （ＦＴＣ）

37. 田代 正登 （本町）

38. 遠藤 正昭 （四谷）

39. 安瀬 高志 （むつ）

40. 大沼 和仁 （白糸台）

41. 山本 正己 （ウルトラ）

42. 松澤 誠吾 （すばる）

43. ＢＹＥ

44. 田村 真哉 （押立町）

45. 塚本 祐士 （ノブ）

46. 小倉 哲 （浅間）

47. 酒井 洋一 （ポスト）

1st. 2nd. 3rd.

SS-01

SS-02

SS-03

SS-04

SS-05

SS-06

SS-07

SS-08
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1. SS-01 （        ）

2. SS-02 （        ）

3. SS-03 （        ）

4. SS-04 （        ）

5. SS-05 （        ）

6. SS-06 （        ）

7. SS-07 （        ）

8. SS-08 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) グランドシニアシングルス
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1. 村田 貴 （ウルトラ）

2. 伊藤 悦敬 （武蔵台ク）

3. 植竹 龍彦 （東芝府中）

4. 飯島 豊 （武蔵台ク）

5. 白石 博志 （新町）

6. ＢＹＥ

7. 坂本 正 （日鋼町）

8. 八木 良尚 （武蔵台ク）

9. 水野 岩郎 （緑町）

10. 工藤 賢二 （浅間）

11. 関根 英夫 （車返TC）

12. 三木 寿雄 （小柳町）

13. 山崎 勝 （KTC）

14. 御所 正道 （武蔵台ク）

15. 内田 正人 （ASTC）

16. 圓山 正芳 （小柳町）

17. 野瀬田 千臣 （浅間）

18. 岩間 伸也 （日新町）

19. 川上 隆史 （浅間町）

20. 渡邉 文隆 （府中町）

21. ＢＹＥ

22. 野木 晴夫 （緑町）

23. 武内 進 （天神町）

24. 飯塚 民治 （武蔵台ク）

25. 仲井 真澄 （KTC）

26. 石井 勤雄 （MTC）

1st. 2nd. 3rd.

GSS-01

GSS-02

GSS-03

GSS-04



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) グランドシニアシングルス (第二日)
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1. GSS-01 （        ）

2. GSS-02 （        ）

3. GSS-03 （        ）

4. GSS-04 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) シニアダブルス
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1. 阿澄 幸夫 （浅間）・小林 立彦

2. 三浦 孝晴 （住吉町）・西村 智洋

3. 田辺 佳正 （武蔵台ク）・塩ノ谷 定光

4. 仲井 真澄 （KTC）・御所 正道

5. 渋谷 晴男 （トマト）・池川 雅俊

6. 田中 一光 （C.C.P）・深沢 悌造

7. ＢＹＥ

8. 田鍋 裕之 （FWF）・今中 康雄

9. 宮沢 仰 （是政）・竹ノ内 純

10. ＢＹＥ

11. 鈴木 勝利 （浅間）・松江 勝行

12. 工藤 賢二 （浅間）・小原 弘夫

13. 宮下 博明 （C.C.P）・三上 隆夫

14. 伊藤 勝彦 （小柳町）・圓山 正芳

15. 菅野 修 （府中町）・坂本 正

16. 杉田 英毅 （新町）・伊藤 邦男

17. 花房 甫行 （KTC）・藤川 研司

18. 亀井 猛 （高速カブ）・松井 秀文

19. 古木 伸一 （武蔵台）・鴫原 康人

20. 森 梅太郎 （YNM）・柚木崎 健一

21. 小沢 稔 （MTC）・髙橋 学

22. 山崎 勝 （KTC）・近藤 功

23. 伊藤 悦敬 （武蔵台ク）・飯塚 民治

24. 白鳥 義治 （C.C.P）・星 浩明

25. 花岡 武 （MTC）・山内 正之

26. 伊藤 仁四郎 （CAF）・松本 英興

27. 濱田 輝之 （ＦＴＣ）・渡辺 明

28. ＢＹＥ

29. 細川 昭男 （FYTC）・斎藤 芳宏

30. 山本 眞人 （たんぽぽ）・井口 香二

31. 開沼 聡 （C.C.P）・櫻庭 和人

32. 三木 寿雄 （小柳町）・新村 典雄

33. 山本 正己 （ウルトラ）・牛尾 勉

34. 野木 晴夫 （緑町）・武内 進

35. 浜野 建司 （C.C.P）・峰尾 圭一

36. 長谷川 康 （ノブ）・重政 孝弘

37. ＢＹＥ

38. 小倉 哲 （浅間）・野瀬田 千臣

39. 斉藤 正勝 （トマト）・村下 秀実

40. 佐々木 徹 （浅間）・鈴木 公平

41. 荒川 豊 （フラッグ）・東 光一

42. 松澤 誠吾 （すばる）・佐藤 健一

43. 池田 勉 （KTC）・屋代 千昭

1st. 2nd. 3rd.

SD-01

SD-02

SD-03

SD-04

SD-05

SD-06

SD-07

SD-08
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1. SD-01 ・ （        ）

2. SD-02 ・ （        ）

3. SD-03 ・ （        ）

4. SD-04 ・ （        ）

5. SD-05 ・ （        ）

6. SD-06 ・ （        ）

7. SD-07 ・ （        ）

8. SD-08 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) シニア混合ダブルス
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1. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・小林 立彦

2. ＢＹＥ

3. 加藤 剛 （ウルトラ）・川上 真帆子

4. 重政 孝弘 （ノブ）・水野 都美枝

5. 山崎 勝 （KTC）・山本 静子

6. 鈴木 勝利 （浅間）・土井 里知子

7. 渡邊 幹男 （40-0）・渡邊 京子

8. 田村 欣也 （ウルトラ）・田村 幸子

9. 鈴木 美紀男 （西原町）・中務 佐規子

10. 飯島 豊 （武蔵台ク）・大森 美智子

11. 小澤 裕 （新町）・井上 ゆかり

12. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・村田 京子

13. 工藤 賢二 （浅間）・工藤 広子

14. 古木 伸一 （武蔵台）・高橋 薫

15. 河原 恵子 （すばる）・屋代 千昭

16. 開沼 聡 （C.C.P）・開沼 まき子

17. 三橋 映子 （L.C）・遠藤 和美

18. 阿澄 幸夫 （浅間）・阿澄 園子

19. 塚本 祐士 （ノブ）・塚本 尚子

20. 河田 直人 （ウルトラ）・河田 恵美子

21. 田中 宏昌 （朝日町）・西口 千春

22. 伊藤 勝彦 （小柳町）・富岡 裕子

23. 八木 良尚 （武蔵台ク）・志摩 喜美子

24. 大西 累互 （晴見町）・中西 隆子

25. 久保寺 眞司 （サタデー）・飯田 寿美子

26. 仁平 隆子 （宮西町）・竹ノ内 純

27. 亀井 猛 （高速カブ）・野田 真樹

28. 杉田 英毅 （新町）・佐藤 里美

29. 今中 康雄 （FWF）・今中 紀子

30. 鈴木 公平 （浅間）・二瓶 裕子

31. ＢＹＥ

32. 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57回 府中市民体育大会(秋季大会) 中学生男子シングルス
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1. 荻野 来輝 （第五中）
2. 松永 秀磨 （第六中）
3. 堤 健吾 （明星中）
4. 菅原 七央斗 （第五中）
5. 竹村 拓翔 （第六中）
6. 西村 亮太 （第六中）
7. 安江 優貴 （浅間中）
8. 伊藤 達哉 （第六中）
9. 長澤 貴斗 （明星中）

10. 伊藤 拓海 （第五中）
11. 田村 快隼 （第六中）
12. 保谷 悠太 （第三中）
13. 林 数馬 （第五中）
14. 日下 稜也 （第六中）
15. 片山 虎斗 （第六中）
16. 松島 基機 （明星中）
17. 小澤 健太 （第五中）
18. 宮本 元気 （第六中）
19. ＢＹＥ
20. 大石 康博 （第六中）
21. 黒田 尚希 （明星中）
22. ＢＹＥ
23. 松澤 龍 （第五中）
24. 伊東 祐帆 （第六中）
25. 本間 裕希 （第五中）
26. 小渕 直哉 （第六中）
27. 酒井 瞭 （第六中）
28. 柴田 恭平 （第六中）
29. 大下 稜介 （第五中）
30. 猪原 一政 （第六中）
31. 矢坂 元佳 （第五中）
32. 山城 海音 （明星中）
33. 渡辺 琳太 （第六中）
34. 宮川 翔伍 （第三中）
35. 渡邊 翔也 （第六中）
36. ＢＹＥ
37. 吉田 零央 （第五中）
38. 中山 雄太 （第六中）
39. 奥山 秀飛 （明星中）
40. 倉持 陸 （第六中）
41. 柳岡 隼大 （第六中）
42. 舟木 新之輔 （第六中）
43. 大谷 侑 （明星中）
44. 土屋 雄太 （第五中）
45. 日野上 修太 （第六中）
46. 末廣 玲都 （第五中）
47. ＢＹＥ
48. 入江 将 （第六中）
49. 藤縄 尚紀 （浅間中）
50. 原 一真 （第六中）
51. 小林 和馬 （第五中）
52. 松嶋 海晏 （第六中）
53. 尾関 慧 （第五中）
54. 板摺 真成 （第六中）
55. 平澤 裕太 （明星中）

1st. 2nd. 3rd.

MSJ-01

MSJ-02

MSJ-03

MSJ-04

MSJ-05

MSJ-06

MSJ-07

MSJ-08



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) 中学生男子シングルス (第二日)

- 45 -

1. MSJ-01 （        ）

2. MSJ-02 （        ）

3. MSJ-03 （        ）

4. MSJ-04 （        ）

5. MSJ-05 （        ）

6. MSJ-06 （        ）

7. MSJ-07 （        ）

8. MSJ-08 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) 中学生女子シングルス
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1. 田中 莉穂 （第五中）

2. 本山 果歩 （明星中）

3. 吉井 夏菜 （第三中）

4. 安江 彩華 （第九中）

5. 箕輪 麻由花 （明星中）

6. ＢＹＥ

7. 坂巻 里香 （明星中）

8. 森山 結奈 （第四中）

9. ＢＹＥ

10. 朝倉 夕佳 （本宿町）

11. 渡邉 美音 （明星中）

12. ヒリアー 紗璃苗 （明星中）

13. 古田 千恵美 （紅葉丘）

14. 小幡 亜美 （明星中）

1st. 2nd.

WSJ-01

WSJ-02

WSJ-03

WSJ-04
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1. WSJ-01 （        ）

2. WSJ-02 （        ）

3. WSJ-03 （        ）

4. WSJ-04 （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) 中学生男子ダブルス
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1. 井上 泰成 （明星中）・原島 新太

2. 田中 耀祐 （明星中）・堀江 大成

3. 後藤 稔樹 （第六中）・堀切 悠吾

4. 武田 光 （明星中）・乾 俊之介

5. ＢＹＥ

6. ＢＹＥ

7. 伊藤 倫太郎 （第六中）・森山 仁

8. 立川 晟 （明星中）・鴨下 大河

9. 金子 遼 （明星中）・稲田 大祐

10. 鈴木 達夢 （第三中）・南本 琢巳

11. 松井 晴哉 （第六中）・渡邉 玄希

12. 寺崎 英登 （明星中）・倉持 匡希

13. 戸崎 涼介 （明星中）・本郷 航輝

14. 鈴木 健斗 （明星中）・小林 元喜

15. 山本 響 （第六中）・小泉 恵太

16. 清田 大心 （明星中）・川田 佳祐

17. 奥野 郁成 （明星中）・折原 蓮

18. 野本 悠真 （第六中）・中村 真琴

19. 小田島 柊斗 （明星中）・小山 達也

20. 宮川 翔伍 （第三中）・櫻田 壮士

21. 寺西 一真 （明星中）・森窪 敦也

22. 井上 叡資 （第六中）・藤野 太朗

23. 茂原 昂太 （第六中）・蛯名 健斗

24. 兼井 良碩 （明星中）・三好 広大

25. 杉本 海都 （明星中）・本多 隆盛

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



■ 第57回 府中市民体育大会(秋季大会) 中学生女子ダブルス
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1. 田尾 ゆふ （第六中）・尾方 里佐

2. 望月 花音 （第六中）・山岡 結

3. 新井 ひかる （明星中）・平澤 裕香

4. 奥田 萌水 （第六中）・前田 美月

5. 有馬 七音 （第五中）・島田 果歩

6. 石森 未怜 （明星中）・榎本 彩乃

7. ＢＹＥ

8. 杉本 乃々香 （第六中）・酒井 陽菜

9. 柿山 亜美 （第六中）・肥後 かおり

10. ＢＹＥ

11. 杉本 澪花 （第六中）・外園 来夏

12. 佐藤 すみれ （第六中）・増田 なつみ

13. 岡崎 凜 （第六中）・亀田 愛美

14. 佐野 菜都美 （多磨町）・間中 美紗智

15. 今井 愛美 （第六中）・小島 ゆい

16. 松野 華実 （明星中）・斎藤 杏音

17. 武藤 桃奈 （第十中）・疋田 葵

18. 村元 優芽 （紅葉丘）・宮川 めぐ

19. 原 紗弥加 （第五中）・山下 良子

20. 高橋 瑞世 （白糸台）・富山 萌夏

21. 藤井 美有 （第六中）・松本 歩香

22. 渡辺 美帆 （第六中）・鈴木 和花

23. 後藤 桃香 （第六中）・澤田 美羽

24. 清水 美有 （第十中）・吉田 未来

25. 青沼 凛乃 （明星中）・新井 綾香

26. 大庭 麻畝子 （第六中）・高橋 香遥

27. 松本 実華 （第六中）・山口 玲菜

28. ＢＹＥ

29. 味村 和佳奈 （第六中）・堀内 和未

30. 佐野 里花子 （第五中）・須藤 彩夏

31. 野中 紗良 （第六中）・重歳 明里

32. 内田 晴菜 （紅葉丘）・菊池 妙

33. 幕内 琴海 （第五中）・作田 美咲

34. 三枝 礼美 （明星中）・新野 莉子

35. 黒岩 輝子 （第六中）・前川 美桜

36. 青山 悠 （第六中）・蓮見 愛

37. ＢＹＥ

38. 宮澤 楓 （第六中）・大堀 菜摘

39. 米山 優香 （第六中）・野上 綾音

40. 馬橋 サリア （第六中）・馬場崎 紗摘

41. 岡本 花菜 （第十中）・鈴木 琴亜

42. 青木 優華 （明星中）・齋藤 佳菜美

43. 宇田 胡桃 （第六中）・大石 あい

1st. 2nd. 3rd.

WDJ-01

WDJ-02

WDJ-03

WDJ-04

WDJ-05

WDJ-06

WDJ-07

WDJ-08
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- 51 -

1. WDJ-01 ・ （        ）

2. WDJ-02 ・ （        ）

3. WDJ-03 ・ （        ）

4. WDJ-04 ・ （        ）

5. WDJ-05 ・ （        ）

6. WDJ-06 ・ （        ）

7. WDJ-07 ・ （        ）

8. WDJ-08 ・ （        ）

1st. 2nd. 3rd.

優勝



■　第５７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

1 2 3 4 結果 順位

1 　篠田　優菜 （住吉SC）

2 　飯嶋　小夏 （住吉SC）

3 　田口　皆実 （第二小）

4 　松尾　芙佳 （住吉SC）

5 6 7 結果 順位

5 　穴井　涼花 （住吉SC）

6 　國富　直　　 （住吉SC）

7 　工藤　香奈 （住吉SC）

8 9 10 結果 順位

8 　庄野莉彩子 （住吉SC）

9 　斉藤　優衣 （住吉SC）

10 　櫻庭　喜穂 （住吉SC）

11 12 13 結果 順位

11 　大良　夏萌 （住吉SC）

12 　高木　美羽 （住吉SC）

13 　松川　莉子 （住吉SC）

14 15 16 結果 順位

14 　大塚　愛 （住吉SC）

15 　國富　萌 （住吉SC）

16 　金森　美月 （住吉SC）

17 18 19 結果 順位

17 　黒木　瑶子 （日新小）

18 　府川　桃華 （住吉SC）

19 　杉本　葵 （住吉SC）

F

A

Ｂ

Ｃ

D

E
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■　第５７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

　　　　　　　三位決定戦

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

E （　　　　　　　　　　）

F （　　　　　　　　　　）

C （　　　　　　　　　　）

D （　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

B （　　　　　　　　　　）

A
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■　第５７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 結果 順位

1 　吉野　智貴 （白糸台小）

A 2 　大崎　成矢 （紅葉丘J）

3 　上柿　孝太 （住吉SC）

4 5 6 結果 順位

4 　中川　貴哉 （紅葉丘J）

5 　小野　裕太　 （住吉SC）

6 　久冨　大輝 （第三小）

7 8 9 結果 順位

7 　上柿　俊博 （住吉SC）

8 　大場　光稀 （紅葉丘J）

9 　松田悠太郎 （住吉SC）

10 11 12 結果 順位

10 　重久　理空 （日新小）

11 　高橋　遥輝 （紅葉丘J）

12 　橘　　慶汰 （紅葉丘J）

13 14 15 結果 順位

13 　虻川　誉 （住吉SC）

14 　山田　泰三 （紅葉丘J）

15 　真野海史郎 （住吉SC）

16 17 18 結果 順位

16 　島田　勝成 （第六小）

17 　郡司　玲生 （紅葉丘J）

18 　土橋　陸人 （住吉SC）

19 20 21 結果 順位

19 　宮嵜マックス （住吉SC）

20 　岡本　航太 （紅葉丘J）

21 　酒井　直樹 （四谷小）

E

G

Ｂ

Ｃ

Ｄ

F
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■　第５７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

22 23 24 結果 順位

22 　永井　翔 （住吉SC）

23 　小金沢悠真 （紅葉丘J）

24 　伊藤　叶人 （住吉SC）

25 26 27 結果 順位

25 　野村　智貴 （第二小）

26 　佐藤　匡隼 （紅葉丘J）

27 　片野　翔太 （住吉SC）

(二日目）

各ブロック1位による決勝トーナメント

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

H

I

H （　　　　　　　　　　）

G

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

F

A

B

C

D

E

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　 三位 決定戦

I
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■　第５７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 4 結果 順位

　齋木　優

　南　心乃花

　栗原なな子

　髙橋　愛留

　濱田　真理

　松本美沙樹

　藤井　和奏

　藤井　花奏

5 6 7 結果 順位

　市川　花鈴

　松井　爽

　鈴木　柚葉

　上杉　陽奈

　綾戸　希帆

　松下　陽

8 9 10 結果 順位

　内田有希乃

　間中　萌絵

　伊藤ひより

　鎌田　知世

　保母こころ

　山西　菜月

11 12 13 結果 順位

　乙津　穂華

　帯金　莉子

　小川　璃子

　西出　千穂

　岡本　永真

　芳賀　帆華

14 15 16

　秋山　香乃

　宮内　美桜

　飛鳥光湖乃

　富山なる花

　片野　陽日　

　木原　萌

（第七小）

1

2

3

（住吉SC）

（紅葉丘）

（紅葉丘）

（紅葉丘）

（紅葉丘）

（住吉SC）

B

7

C 9 （住吉SC）

6

（住吉SC）10

16 （住吉SC）

15 （紅葉丘）

14 （住吉SC）

12 （紅葉丘）

11 （住吉SC）

8

A

（住吉SC）

13 （住吉SC）

D

E

5

4
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■　第５７回府中市民体育大会（秋季大会） 女子ジュニア小ダブルス

（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

　（　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　）

               三位決定戦
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８．組合せ（ドロー）団体種目 

 

８－１ 団体種目Ａ 

（１）出場チームと会場、集合時間 

  チーム名 代表者 
予選 ※ 決勝 

会場 集合時間 会場 集合時間 

1 浅間Ａ 西野 智彦   

  

  

  

  

  

  

  

 

都立府中

の森 

 

９時 2 Ｓｕｎｎｙ 青木 ひとみ 

3 ウルトラセブン 鈴木 広一 

4 ＳＨＥＳ 菊川 和樹 

5 Ｃ.Ｃ.Ｐ 若林 加奈子  

小柳（Ａ） 

９時 

6 むつごろう 加藤 幸宏 ９時 

7 ＭＴＣ 小沢 稔 １１時 

8 ＦＴＣ－Ａ 斉藤 隆行  

小柳（Ｂ） 

９時 

9 ＫＴＣアーリー 伊藤 和夫 ９時 

10 ＡＳＴＩ 三浦 泰一 １１時 

11 とえてに 大西 裕一郎  

小柳（Ｄ） 

９時 

12 浅間Ｓ 西野 智彦 ９時 

13 ＦＹパセリ 新免 芳史 １１時 

14 東芝府中Ａ 荒井 秀之  

平和の森 

９時 

15 ＳＴＣＳ－Ａ 清水 良枝 ９時 

16 ＫＫＣ 渡辺 一博 １０時 

17 超高速カブトムシ 山口 宜史 １０時 

※予選予備日の会場、集合時刻は、状況に応じで府中市庭球連盟ホームページに案内する。 

 

（２）予選ドロー 

小柳（Ａ） Ｃ.Ｃ.Ｐ むつごろう ＭＴＣ  

Ｃ.Ｃ.Ｐ    

むつごろう    

ＭＴＣ    

小柳（Ｂ） ＦＴＣ－Ａ ＫＴＣｱｰﾘｰ ＡＳＴＩ 

ＦＴＣ－Ａ    

ＫＴＣアーリー    

ＡＳＴＩ    

小柳（Ｄ） とえてに 浅間Ｓ ＦＹパセリ 

とえてに    

浅間Ｓ    

ＦＹパセリ    

平和の森 東芝府中Ａ ＳＴＣＳ－Ａ ＫＫＣ 超高速ｶﾌﾞﾄﾑｼ 

東芝府中Ａ     

ＳＴＣＳ－Ａ     

ＫＫＣ     

超高速カブトムシ     
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勝ち上がりチームの条件 

（第一順位）対戦勝ち数の多いチーム 

（第二順位）総取得セット数の多いチーム 

（第三順位）総取得ゲーム数の多いチーム 

（第四順位）代表者によるジャンケン、もしくはクジ引きで勝ったチーム 

 

（３）決勝ドロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅間Ａ 

小柳（Ａ）勝者 

小柳（Ｂ）勝者 

Ｓｕｎｎｙ 

ウルトラセブン 

小柳（Ｄ）勝者 

平和の森 勝者 

ＳＨＥＳ 

優勝 

３位決定戦 
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７－２ 団体種目Ｂ 
（１）出場チームと会場、集合時間 

 
チーム名 代表者 

予選 ※ 決勝 

会場 集合 会場 集合 

1 テニスクラブセブン 松前 学  

寿町 
９時  

小柳 

 

１０時 
2 サタデー 久保寺 眞司 ９時 

3 うさぴょん 盛岡 浩美 ９時 

4 トマトクラブ 田中 榮一 ９時 

5 Ｔ－ＷＯＲＫＳ 廣田 航介 １１時 

6 田島塾 田島 稔  

押立 
９時  

９時 
7 やんないみどるず 池山 勉 ９時 

8 フォーティ・ラブ 渡邊 幹男 ９時 

9 クーガ 井上 澄夫 ９時 

10 武蔵台テニスクラブ 飯島 豊  

西府 
９時 

11 たんぽぽ 山本 眞人 ９時 

12 ウイング府中 牛尾 国生 ９時 

13 オリーブ 冨林 寿美江 ９時 

14 ＦＴＣ－Ｂ 濱田 輝之  

住吉 
９時  

若松 

 

９時 
15 リバティ 小林 明男 ９時 

16 ウエスト 穂高 たつ美 ９時 

17 車返テニスクラブ 田中 英次 ９時 

18 ブルーフラッグ 荒川 豊 １１時 

19 ＰＥＡＣＥ 木下 康子  

若松 
９時 

20 ＰＯＳＴ 山本 久志 ９時 

21 ひま人倶楽部 久保 久美子 ９時 

22 浅間Ｚ 土井 里知子 ９時 

23 Ｔ．Ｔ．Ｐ 稲見 修 １１時 

24 ＣＡＦ 伊藤 仁四郎  

四谷 
９時  

紅葉 

 

９時 
25 チャリーズ 平野 芳樹 ９時 

26 プライム 伊藤 邦男 ９時 

27 ラヴィラ選抜－Ａ 野平 忠彦 ９時 

28 ひまわり 山田 千栄子 １１時 

29 Ｎ＋ＯＢ’ｓ 重政 孝弘  

日新 
９時 

30 どようくらぶ 細川 理彰 ９時 

31 ちびテニ 佐藤 純一 ９時 

32 ＳＴＣＳ－Ｂ 清水 賢治 ９時 

33 小柳南ＴＣ 伊藤 勝彦 １１時 

34 ウルトラマン 村田 桂三郎  

紅葉丘 
９時  

小柳 

 

９時 
35 セカンドクラブ 嶋野 利明 ９時 

36 ＭＴＣ 横山 隆 ９時 

37 平成ＴＣ 神沢 浩一 ９時 

38 ＫＴＣモーニング 伊藤 和夫  

紅葉第二 
９時 

39 エンジョイ 鴫原 康人 ９時 

40 東芝府中ＵＴＦ 瀧本 和靖 ９時 

41 ＬＣ 酒井 靖子 ９時 

42 ＧＭＴ 岩崎 直樹  

栄町 
９時  

１０時 
43 高速カブトムシ 高久 正夫 ９時 

44 コトブキング 園田 孝弘 ９時 

45 Ｔ＆Ｐ 鈴木 美紀男 ９時 

※予選予備日の会場、集合時刻は、状況に応じで府中市庭球連盟ホームページに案内する。 
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（２）予選ドロー 

寿町 

 

 

 

 

 

 

 

押立 

 

 

 

 

 

 

 

西府 

 

 

 

 

 

 

 

住吉 

 

 

 

 

 

 

 

 

若松 

 

 

 

 

 

 

 

田島塾 

やんないみどるず 

フォーティ・ラブ 

クーガ 

武蔵台テニスクラブ 

 
たんぽぽ 

ウィング府中 

オリーブ 

ＦＴＣ－Ｂ 

リバティ 

ウェスト 

車返テニスクラブ 

ＰＥＡＣＥ 

ＰＯＳＴ 

ひま人倶楽部 

浅間Ｚ 

ブルーフラッグ 

テニスクラブセブン 

サタデー 

うさぴょん 

トマトクラブ 

Ｔ－ＷＯＲＫＳ 

Ｔ.Ｔ.Ｐ 
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四谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

日新 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉丘 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉第二 

 

 

 

 

 

 

 

栄町 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＦ 

チャリーズ 

プライム 

ラヴィラ 選抜－Ａ 

 
ひまわり 

Ｎ＋ＯＢ’ｓ 

どようくらぶ 

ちびテニ 

ＳＴＣＳ－Ｂ 

ウルトラマン 

セカンドクラブ 

ＭＴＣ 

平成ＴＣ 

ＫＴＣモーニング 

エンジョイ 

東芝府中ＵＴＦ 

ＬＣ 

小柳南ＴＣ 

ＧＭＴ 

高速カブトムシ 

コトブキング 

Ｔ＆Ｐ 
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（３）決勝ドロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 若松で試合を実施。勝利チームは小柳に移動 

※２ 紅葉で試合を実施。勝利チームは小柳に移動 

※ それ以外は、全て小柳で試合を実施 

 

 

寿町の勝者 

押立の勝者 

西府の勝者 

住吉の勝者 

日新の勝者 

紅葉丘の勝者 

紅葉第二の勝者 

栄町の勝者 

四谷の勝者 

若松の勝者 

３位決定戦 

優勝 

※１ 

※２ 



【団体戦出場選手登録】

登録選手
会員コード

（連盟会員のみ記入）
種別

（市内一般のみ記入）
姓 名

1 在住  在勤  在学

2 在住  在勤  在学

3 在住  在勤  在学

4 在住  在勤  在学

5 在住  在勤  在学

6 在住  在勤  在学

7 在住  在勤  在学

8 在住  在勤  在学

9 在住  在勤  在学

10 在住  在勤  在学

11 在住  在勤  在学

12 在住  在勤  在学

13 在住  在勤  在学

14 在住  在勤  在学

15 在住  在勤  在学

16 在住  在勤  在学

様式１

チーム名

メールアドレス

電話番号

住　　　所

代表者氏名

団体戦Ａ　　団体戦Ｂ

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

一般　壮年

年齢区分

一般　壮年

一般　壮年

種目

一般　壮年

一般　壮年

男　女

性別

男　女

男　女

男　女

男　女

【注意】
・必要な連絡は、全て代表者にします。
・メールアドレスは、丁寧にはっきりと書い
てください。
・登録選手は、最小１０名、最大１６名で
す。女子ダブルス×１、シニア又は混合
ダブルス×１、制限なしダブルス×３の計
５ダブルスに出られるような選手登録をし
てください。（例えば女性が1名だけだと、
女子ダブルスが組めないので、出場要件
を満たしません。）
・代表者も試合に出場する場合は、選手
登録欄に記入してください。

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女

男　女



会場： 予選日　・　決勝日　　（○を付けてください）

姓 名 姓 名 姓 名 姓 名

Ｄ３ －

女子Ｄ －

MIX・壮年 －

Ｄ２ －

Ｄ１ －

合計

会場： 予選日　・　決勝日　　（○を付けてください）

姓 名 姓 名 姓 名 姓 名

Ｄ３ －

女子Ｄ －

MIX・壮年 －

Ｄ２ －

Ｄ１ －

合計

様式２

　チーム名：
スコア

　チーム名：

　チーム名：　チーム名：
スコア

勝　

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】

【対戦表】

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。

勝　



 

 

資料 

 

セルフジャッジについて 

 

日本テニス協会発行「テニスルールブック」２０１４年版より抜粋 

 

１．セルフジャッジの方法 

 

１）サーバはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンスする。 

  プレーヤー同士、アナウンスによってその時点のスコアを確認する。 

 

２）ネットより自分側のコートについて判定とコールをする。ボールがラインにタッチした時、

あるいはボールを見失って判定できなかった時は「グッド」である。 

ボールとラインの間に、はっきりと空間が見えた時は「アウト」または「フォールト」で

ある。 

 

３）判定とコールは、相手に分かるように、はっきりとした大きな声とハンドシグナルを使っ

て速やかに行う。代表的なハンドシグナルは、人差し指を出して「アウト」「フォールト」

を示し、手のひらを地面に向けて「グッド」を示す。 

 

４）（略） 

 

５）ダブルスの判定とコールは、１人のプレーヤーが行えば成立する。しかし、ペアの判定が

食い違った場合はそのペアの失点とする。（略） 

 

６）、７）（略） 

 

８）インプレー中、他のコートからボールが入って来るなどの妨害が起こった場合は、「レッ

ト」とコールしてプレーを停止し、そのポイントをやり直す。（略） 

 

（以下略） 

 

 



l 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

l 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)
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) 鐘ヶ江恵介(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）
121回 五味晃一（浅間） 鐘ヶ江恵介（SANS） 太田茂晴（SANS）
124回 黒木信介（はたまん） 角川英樹(SANS) 池田祐弥（KTC）
127回 黒木信介（はたまん） 太田茂晴（SANS） 肥田野翔（たんぽぽ）

シングルスA種目廃止



l 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) 斎藤園子(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 斎藤園子(FTC) 斎藤慈子(L･C) 岡本薫(全労済中)
103回 前志津香(FYTC) 斎藤園子(FTC) 吉田智子(東芝)
106回 伊藤祐子(白糸台) 斎藤園子(FTC) 川口こずえ(小柳町)
109回 松澤智依(FYTC) 斎藤園子(FTC) 川口こずえ(AST1)
112回 斎藤園子(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)
118回 一村由美子（SANS） 関東裕香里（東芝府中） 藤田聡子（FTC）
121回 河内希美（KTC） 脇坂みなみ（ひまわり） 関東裕香里（東芝府中）
124回 斎藤園子（宇宙ST） 箕輪華（STCS） 小林由美子（幸町）
127回 斎藤園子（宇宙ST） 酒井靖子（L.C） 田村豊美（宇宙ST）

l 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）
121回 阿澄　幸夫(浅間) 山崎　勝(KTC) 植竹　龍彦（東芝）
124回 阿澄　幸夫(浅間) 佐藤　浩(ウルトラ) 重政　孝弘（日新町）
127回 阿澄　幸夫(浅間) 田村 真哉(押立町) 酒井 洋一（ポスト）

lグランドシニアシングルス

優勝 準優勝 第3位
121回 村田 貴(ウルトラ) 御所 正道(武蔵台ク) 石井 勤雄(MTC)
124回 村田 貴(ウルトラ) 石井 勤雄(MTC) 御所 正道(武蔵台ク)
127回 村田 貴(ウルトラ) 石井 勤雄(MTC) 御所 正道(武蔵台ク)



l 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)
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）
121回 太田・大窪（SANS） 角川・荒井（SANS） 丸山・鐘ヶ江（SANS）
124回 角川・今井（SANS） 太田・大窪（SANS） 池田・柳原（KTC）
127回 中澤・黒木（はたまん） 吉田・荒井（東芝府中） 佐藤・園田（とえてに）

l 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)
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）
121回 松尾・柴田（ASTI） 小菅・吉田（宇宙ST） 三橋・月本（L･C）
124回 田村・斎藤（宇宙ST） 関東・岡部（SANS） 福山・藤田（FYTC）
127回 田村・斎藤（宇宙ST） 川上・長谷川（ウルトラ） 寺澤・斉藤（L.C）

l 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）
121回 阿澄・小林（浅間） 山崎・近藤（KTC） 出口・池田（どよう）
124回 池田・屋代（KTC） 田中・浜野（C.C.P） 山崎・近藤（KTC）
127回 阿澄・鈴木（浅間） 小沢・髙橋（MTC） 山崎・近藤（KTC）

l 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）
121回 松尾・松尾（浅間） 小菅・大窪（宇宙ST） 角川・三浦（SANS）
124回 池田・斎藤（KTC） 黒木・細谷（はたまん） 宮井・安井（SANS）
127回 丸山・斎藤（ウルトラ） 谷口・松本（ひまわり） 古谷・石井（MTC）



l 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）
121回 一村・小林（SANS） 石井・月本(MTC) 小沢・塚田（MTC）
124回 遠藤・海老沢（浅間） 早坂・柳沢(武蔵台ク) 村田・村田（ウルトラ）
127回 村田・村田（ウルトラ） 一村・小林（SANS） 開沼・開沼（C.C.P）

l 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）
121回 高田・北野（WING） 塚本・谷本（栄町） 小澤・鈴木（是政）
124回 芝・土屋（日鋼町） 開沼・三宅（C.C.P） 内山・赤間（C.C.P）
127回 久冨・渡辺（本町） 佐藤・大貫（本町） 牛尾・西森（WING）

l 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)
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）

121回 西田・鈴木（C.C.P） 河内・河内（KTC） 若林・川原田（C C P）

124回 吉井・中林（たんぽぽ） 開沼・羽鳥（C.C.P） 田中・田中（清水丘）

127回 悪天のため中止

l 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

l 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)
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)

l 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)

l ジュニア女子ダブルス

優勝 準優勝 第3位

94回シングルス開催なし・97回より小学・中学に分離

97回より小学・中学に分離



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・阿部(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



l 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）
118回 知念・保坂（明星中） 小関・辻井（明星中） 山崎・鈴木（明星中）
121回 山崎・小関（明星中） 福江・緒方（六中） 大森・鈴木（三中）
124回 東海林・山崎（六中） 青木・永瀬（六中） 寺澤・植田（六中）
127回 寺出・猪原（六中） 永瀬・伊深（六中） 平澤・乾（明星中）

l 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）
121回 吉盛　廉（明星中） 荒川 直輝（南町） 加藤　歩（明星中）
124回 神田 瑛音（西原町） 荒川 直輝（南町） 寺出 岳人（六中）
127回 神田 瑛音（西原町） 緒方 航平（六中） 松本 涼人（五中）

l 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）
121回 福本・茂木（浅間中） 榎本・樫本（明星中） 阿久津・葛巻（浅間中）
124回 磯沼・佐野（明星中） 杉本・青山（白糸台） 山崎・諏訪（明星中）
127回 大野・尾口（明星中） 秋元・山本（十中） 髙田・黒田（六中）

l 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）
121回 江口琴音（三中） 佐々木菜々子（明星中） 中村己美（明星中）
124回 大川みなも（明星中） 保谷成美（三中） 木口幸実（明星中）
127回 大川みなも（明星中） 保谷成美（三中） 木口幸実（明星中）

l 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
121回 シングルスのみ実施
124回 シングルスのみ実施
127回 シングルスのみ実施

l 小学男子シングルス

優勝 準優勝 第3位
97回 服部芳樹(住吉SC) 藤多剣吾（住吉SC） 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　健(住吉SC) 永平　詢（住吉SC） 持田惇太(住吉SC)
109回 中谷優斗(住吉SC) 吉盛　廉(住吉SC) 鈴木晃平(幸町)
112回 荒川直輝(住吉SC) 鈴木晃平(幸町) 吉盛　廉(住吉SC)
115回 荒川直輝(住吉SC) 吉盛　廉(住吉SC) 庄野敦也(住吉SC）
118回 神田瑛音（西原町） 福江大樹（南白糸台） 山田隼也（住吉SC）
121回 小澤夏輝（八小） 臼井　歩（南白糸台小） 臼井　歩（南白糸台小）
124回 佐藤駿乃介（七小） 渡邊　万優（むさしの学園） 藤盛　修伍（住吉SC）
127回 藤縄 尚紀（若松小） 吉野 智貴（白糸台小） 馬場 拓海（三小）

l 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) 内藤・吉盛(住吉小)

100回 藤田・伊東(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）
121回 伊藤・清水(住吉SC) 福島・坂根（住吉SC） 寺田・和田（住吉SC）
124回 寺田・和田(住吉SC) 奥田・高木（住吉SC） 大塚・大良（住吉SC）
127回 大塚・高木(住吉SC) 國富・関口（住吉SC） 國富・府川（住吉SC）

l 小学女子シングルス

優勝 準優勝 第3位
97回 泉　茉以子(住吉SC) 新井祥子(矢崎小) 河内希美(若松町)

100回 新井祥子(是政) 泉　茉以子(住吉SC) 竹口翔子(住吉SC)
103回 長沼沙希(栄町) 吉盛つかさ(住吉SC) 長谷川茉鈴(是政)
106回 佐藤里佳(若松町) 富林紗耶佳(住吉SC) 山口日菜子(住吉SC)
109回 清野千尋(日新) 村野文春(白糸台) 佐藤初美(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）
121回 松原夏海（住吉SC） 大廣あい奈（住吉SC） 菊池　妙（紅葉丘J）
124回 長谷部遥（三小） 篠田優菜（住吉SC） 島田果歩（六小）
127回 寺田 碧（住吉SC） 和田 奈津美（住吉SC） 篠田 優菜（住吉SC）

l 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
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
121回 浅間A ＳＡＮＳ Sunny
124回 ＳＡＮＳ 浅間A ウルトラセブン
127回 浅間A ＳＨＥＳ ウルトラセブン

l 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
121回 平成 ウィング府中 やんないみどるず
124回 Ｔ.Ｔ.Ｐ すばる たんぽぽ
127回 Ｔ.Ｔ.Ｐ ひま人倶楽部 Ｎ＋ＯＢ’ｓ
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