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大  会  競  技  要  項  

 

1. 総括役員 大会委員長     鶴岡 厚夫 （府中庭球連盟会長） 

 大会実行委員長   濱田 輝之（大会レフェリー：FTC） 

 大会実行副委員長  園田 孝弘（ポスト）、角川 英己（SANS) 

2. 試合規則 府中市庭球連盟試合実施規則 

 但し、同規則にないものは、JTAテニスルールブック最新版によります。 

※本大会のローカルルールとして、筋ケイレンによるメディカルタイムアウト（ＭＴ

Ｏ）を１０分まで認めます。（合計時間が１０分以内であれば回数は不問） 

3. 試合形式 １セットマッチ(６ゲームオールの場合タイブレーク)とします。 

但し、各種目の決勝戦は８ゲームマッチ(８ゲームオールの場合タイブレーク)としま

す。 

4. 審  判 全試合セルフジャッジ。 

5. 表  彰  優勝、準優勝、第３位に賞状および賞品を授与します。 

6. 試合球 出場者の持ち寄り。（DUNLOP FORT(黄)又はブリヂストン XT8の２球未開封缶１つ） 

       当日忘れた方は参加できませんのでお気をつけください。 

7. 大会運営の協力のお願い 

本大会は出場者全員で運営されてはじめて成り立ちます。 
次の内容についてご協力お願い致します。 
(1)  予選日はコートレフェリーを置きませんので、出場者による自主的運営、試合進

行及び結果報告（勝者）をお願いします。 
(2)  試合終了後のコート整備等は、出場者全員で協力して行ってください。 
(3)  運営方法への意見・クレーム等は、団体代表を通じて理事会に提言してください。 

8. 注意事項 (1) ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・ﾍﾟｱの変更については、府中市庭球連盟試合実施規則第9条によります。 

              府中市庭球連盟試合実施規則第9条 

ダブルス種目において、登録された２組のペアの各々１名が出場できなくな

った場合、予選日に限り、事前に届出をすれば、残りの出場可能な２名で新

ペアを構成出来る。ただし、ドローの位置の選択は、大会実行委員長が決定

する。 

(2) 遅刻の場合は、原則として棄権とします。ただし、予選日に関してはドロー進行

上支障がない限り、許容するようにしてください。 

(3) 悪天候時：予選は、コートレフェリーを置かず、出場者による自主的運営となり

ます。小雨の場合にはコ－トに水が浮いた状態でない限り試合を実施することを

基本方針とします。判断が困難な場合は大会実行委員長が実施の可否を決定しま

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 ： ０８０－４３６０－１８８０ 

(4) 初戦の対戦相手が「BYE」となっている場合でも、集合時間を遵守してください。 

(5) 試合進行は出場者による自主的運営となります。予選会場のドロー番号の先頭の  

  ペアは、ドロー表を印刷して会場にお持ちください。 

(6) 試合前のウォーミングアップは、予選日・決勝日ともサービスのみ片サイド4本づ

つとします。迅速な試合進行にご協力下さい。 

(7) 勝者は結果をドローに記入してください。 

(8) セットボールは敗者持ち帰りとし、勝者は未開封缶を持って次の試合に使用して

ください。 

(9) 過去の大会実績によるシード制を採用しています。決勝ラウンドから出場する選

手もいますので注意願います。 

(10)ラッキールーザー制を適用します。                                           

(11)各会場の予選決勝の勝者及び予選決勝の敗者は、必ず以下のことを行って下さい。  
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  ①予選日当日の２０時までにメールで以下の事をお知らせ下さい。（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

します。） 
   【１】種目と会場【２】勝者のドロー番号、氏名 
   【３】ラッキールーザー候補者（予選決勝の敗者）のドロー番号、氏名 
     ※メール  ft136-r@fuchu-tennis.org 
  ②各ブロックの試合結果を決勝ラウンド受付にお持ちください。 

 

全試合が終了しなかったり、雨天等で中止にした場合も、代表者の方が連絡願

います。（濱田 ０８０－４３６０－１８８０） 

(12)車での乗り入れはご遠慮ください。 

コート周辺への違法駐車は絶対に行わないでください。 

実行委員会では、トラブル等に対する一切の責任は負いかねます。 

違法駐車による呼び出し等で試合の進行の妨げになる場合は、失格とさせてい

ただく場合があります。 

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

断により、本競技要項の内容を一部変更して実施する場合があります。 
 

9. 日程・会場・集合時間 

9-1.男子ダブルス 

種目 ドロー番号 
11/20予選 11/27予備日 

試合の運営 
会場 集合時間 会場 集合時間 

男子ダブルス 

予選 

1-7 小柳 

（A,B) 

9:00 都立 

府中の森 

9:00 コートレフェ

リーを置かな

い為出場者の

中からボラン

ティアによる 

自主的運営 

 

各ブロックの

試合結果は決

勝勝者及び決

勝敗者が所定

の方法で報告 

8-15 12:00 12:00 

16-23 小柳 

（C,D) 

9:00 都立 

府中の森 

9:00 

24-30 12:00 12:00 

31-37 
四谷 

9:00 
四谷 

9:00 

38-45 12:00 12:00 

46-53 
紅葉丘 

9:00 
紅葉丘 

9:00 

54-60 12:00 12:00 

 

種目 ドロー番号 
11/27決勝 

予備日（12/4又は

12/11） 試合の運営 

会場 集合時間 会場 集合時間 

男子ダブルス 

決勝 

全員 

（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ

候補者含む） 

府中の森 9:00 未定 9:00 

大会実行委員

が大会本部を

設置し運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ft132-r@fuchu-tennis.org
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9-2.女子ダブルス 

種目 ドロー番号 
11/20予選 11/27予備日 

試合の運営 
会場 集合時間 会場 集合時間 

女子ダブルス 

予選 

1-9 

日新 

9:00 

日新 

9:00 
コートレフェ

リーを置かな

い為出場者の

中からボラン

ティアによる 

自主的運営 

 

各ブロックの

試合結果は決

勝勝者及び決

勝敗者が所定

の方法で報告 

10-19 12:00 12:00 

20-29 

紅葉丘 

第二 

9:00 

紅葉丘 

第二 

9:00 

30-39 12:00 12:00 

 

種目 ドロー番号 
11/27決勝 

予備日（12/4又は

12/11） 試合の運営 

会場 集合時間 会場 集合時間 

女子ダブルス 

決勝 

全員 

（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ

候補者含む） 

都立 

府中の森 
9:00 未定 9:00 

大会実行委員

が大会本部を

設置し運営 

 

9-3.シニアダブルス 

種目 ドロー番号 
11/20予選 11/27予備日 

試合の運営 
会場 集合時間 会場 集合時間 

シニアダブルス 

予選 

1-11 

平和の森 

9:00 

平和の森 

9:00 
コートレフェ

リーを置かな

い為出場者の

中からボラン

ティアによる 

自主的運営 

 

各ブロックの

試合結果は決

勝勝者及び決

勝敗者が所定

の方法で報告 

12-22 12:00 12:00 

23-33 

押立 

9:00 

押立 

9:00 

34-44 12:00 12:00 

 

 

種目 ドロー番号 
11/27決勝 

予備日（12/4又は

12/11） 試合の運営 

会場 集合時間 会場 集合時間 

シニアダブルス 

決勝 

全員 

（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ

候補者含む） 

都立 

府中の森 
12:00 未定 未定 

大会実行委員

が大会本部を

設置し運営 
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9-4.ミックスダブルス 

種目 ドロー番号 
11/13予選 11/23予備日 

試合の運営 
会場 集合時間 会場 集合時間 

ミックスダブルス 

予選 

1-7 
小柳（A,B) 

9:00 
小柳（A,B) 

9:00 コートレフェ

リーを置かな

い為出場者の

中からボラン

ティアによる 

自主的運営 

 

各ブロックの

試合結果は決

勝勝者及び決

勝敗者が所定

の方法で報告 

8-13 12:00 12:00 

14-19 
小柳（C,D) 

9:00 
小柳（C,D) 

9:00 

20-26 12:00 12:00 

27-33 
日新 

9:00 
日新 

9:00 

34-39 12:00 12:00 

40-45 紅葉丘 

第二 

9:00 紅葉丘 

第二 

9:00 

46-52 12:00 12:00 

 

種目 ドロー番号 
11/23決勝 

予備日（12/4又は

12/11） 試合の運営 

会場 集合時間 会場 集合時間 

ミックスダブルス 

決勝 

全員 

（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ

候補者含む） 

小柳（C,D) 9:00 未定 9:00 
大会実行委員

が大会本部を

設置し運営 

 
9-5.シニアミックスダブルス 

種目 ドロー番号 
11/13予選 11/23予備日 

試合の運営 
会場 集合時間 会場 集合時間 

シニアミックスダ

ブルス 

予選 

1-9 

平和の森 

9:00 

平和の森 

9:00 

コートレフェ

リーを置かな

い為出場者の

中からボラン

ティアによる 

自主的運営 

 

各ブロックの

試合結果は決

勝勝者及び決

勝敗者が所定

の方法で報告 

10-19 12:00 12:00 

 

種目 ドロー番号 
11/23決勝 

予備日（12/4又は

12/11） 試合の運営 

会場 集合時間 会場 集合時間 

シニアミックスダ

ブルス 

決勝 

全員 

（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ

候補者含む） 

小柳（A,B) 13:00 未定 未定 
大会実行委員

が大会本部を

設置し運営 
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1. 吉田 徹 （東芝府中）・紀伊 桂一
2. 柳澤 恵樹 （KTC）・佐伯 健多
3. 佐藤 毅 （とえてに）・山田 信康
4. 川島 功三 （JIN）・植木 貴大
5. 南波 伸也 （むつ）・加藤 幸宏
6. 冨田 健太 （ノブ）・市川 佳季
7. 井上 一裕 （Sunny）・安井 康二
8. 貞金 浩司 （STCS）・田中 茂一
9. 鵜飼 敦 （FWF）・田鍋 裕之

10. 木塚 佳嗣 （すばる）・西村 仁
11. 中村 悠 （C.C.P）・野田 健治
12. 向井 智昭 （たんぽぽ）・池田 栄作
13. 島崎 聡 （ヴィク）・細井 勇佑
14. ＢＹＥ
15. 大橋 武史 （ウルトラ）・小山田 泰斗
16. 大西 裕一郎 （とえてに）・高橋 航
17. ＢＹＥ
18. 四ノ原 冬徒 （ひまわり）・伊東 拓也
19. 藤田 政満 （Ｆ Ｃ）・安藤 裕生
20. 國分 章照 （ちびテニ）・渡邉 学
21. 藤井 大輔 （高速カブ）・大塚 喜隆
22. 水島 徳彦 （SHES）・石塚 達也
23. 国光 健吾 （たんぽぽ）・時田 庄悟
24. 小杉 和人 （HSB）・三重野 国人
25. 末永 健汰 （とえてに）・内山 勇貴也
26. 杉山田 竜吾 （Ａ Ｉ）・久保 善立
27. 佐藤 誠也 （YNM）・池山 勉
28. 山崎 大輔 （サタデー）・山崎 義隆
29. 安江 崇 （FYTC）・鎌田 将
30. 川見 隆弘 （C.C.P）・宇野 慧
31. 常盤木 啓 （サタデー）・堀切 貴厚
32. 長谷部 裕行 （HSB）・石山 智喜
33. 窪谷 俊之 （ヴィク）・三松 潤
34. 油谷 誠 （SHES）・石橋 由希夫
35. 網代 好秀 （リバティ）・山田 英弘
36. 柳田 剛 （たんぽぽ）・植松 哲
37. 小山 英之 （すばる）・梅津 聡
38. 矢沢 義之 （むつ）・渡辺 猛
39. 渡辺 勇一 （とえてに）・富永 旭央
40. 宮下 武士 （高速カブ）・亀倉 朋晃
41. 城野 俊樹 （C.C.P）・和知 秀明
42. 渡辺 怜治 （浅間）・乳井 健二
43. 金澤 陽平 （ウルトラ）・ウィットタティヤー
44. ＢＹＥ
45. 中島 治康 （Ａ Ｉ）・坂井 篤
46. 井上 壮太 （サタデー）・国岡 崇生
47. ＢＹＥ
48. 村田 拓未 （HJC）・浅野 凌河
49. 渡辺 英嗣 （たんぽぽ）・久富 光映
50. 石川 学 （ヴィク）・伊藤 周平
51. 米田 宗和 （YNM）・小林 優生
52. 角川 英己 （ ＡＮ ）・平田 憲作
53. 千葉 高憲 （東芝府中）・小幡 和樹
54. 横田 浩 （すばる）・山本 治
55. 西竹 優晴 （とえてに）・伊藤 裕輔
56. 井上 和也 （Sunny）・小林 勇樹
57. 須藤 修三 （高速カブ）・萱沼 健
58. 重田 稔明 （HSB）・山田 昌弘
59. 佐藤 剛 （JIN）・植松 一弘
60. 吉岡 祐二 （KTC）・山口 雅彦

1st. 2nd. 3rd.

MD-01

MD-02

MD-03

MD-04

MD-05

MD-06

MD-07

MD-08
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1. 若林 加奈子 （C.C.P）・青山 琴子

2. 宮崎 なつえ （JIN）・村田 佳世子

3. 河内 希美 （KTC）・石井 郁子

4. 佐野 貴美子 （FYTC）・佐伯 峰子

5. 中山 樹子 （ Ｆ）・岩浪 弘子

6. 大西 美治 （むつ）・奥田 優子

7. 江間 裕美 （ウルトラ）・村田 綾子

8. 園田 ひろみ （ポスト）・菊川 昌子

9. 朝倉 淳子 （高速カブ）・山本 美佐

10. 土井 里知子 （浅間）・信太 理佳

11. ＢＹＥ

12. 酒井 靖子 （L.C）・藤井 直子

13. 杉田 恵子 （高速カブ）・酒井 弘子

14. 藤澤 優美子 （SHES）・上田 紀子

15. 殿岡 明恵 （HSB）・齋藤 陽子

16. 吉井 葉子 （たんぽぽ）・唐澤 万紀子

17. 鈴木 朋美 （リバティ）・露木 明子

18. ＢＹＥ

19. 原田 亜紀 （Sunny）・和田 治子

20. 大橋 春佳 （ウルトラ）・斉藤 香織

21. 蓑部 麻里子 （すばる）・藤原 裕美子

22. 小林 実 （たんぽぽ）・富田 理

23. 常世田 礼子 （Sunny）・鈴木 弘子

24. 中村 寛子 （WING）・近江 有紀

25. 臼井 洋子 （HJC）・久保 久美子

26. 上ノ山 久美 （FYTC）・吉田 貴子

27. 清水 良枝 （STCS）・桑田 佳恵

28. ＢＹＥ

29. 土肥 由香 （高速カブ）・小池 かおり

30. 香川 由美 （クラブ７）・吉田 朋子

31. ＢＹＥ

32. 藤井 優子 （高速カブ）・鎌田 睦子

33. 河内 香里 （ひまわり）・伊藤 みなみ

34. 増田 好恵 （KTC）・大久保 智代

35. 佐野 美穂 （ちびテニ）・伊藤 佑紀

36. 高橋 薫 （ポスト）・河守 記美子

37. 伊達 陽子 （武蔵台ク）・吉田 敬子

38. 髙津 亜矢子 （MTC）・塚田 由紀

39. 大山 美穂 （とえてに）・徳田 麻以美

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

WD-01

WD-02

WD-03

WD-04



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) シニアダブルス
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1. 牛尾 国生 （WING）・鍛冶 嘉男

2. 羽毛田 徹夫 （ウルトラ）・伊藤 正孝

3. 田辺 佳正 （武蔵台ク）・塩ノ谷 定光

4. 安瀬 高志 （むつ）・中嶋 宏之

5. 伊藤 憲和 （STCS）・清水 賢治

6. 白鳥 義治 （C.C.P）・星 浩明

7. ＢＹＥ

8. 濱田 輝之 （Ｆ Ｃ）・佐伯 義夫

9. 佐々木 徹 （浅間）・坂本 正

10. 田島 薫 （MTC）・林 宗揚

11. 高久 正夫 （高速カブ）・岩橋 孝彦

12. 菊川 善夫 （ポスト）・竹延 和俊

13. 五十崎 芳正 （ヴィク）・満尾 浩

14. 植竹 龍彦 （東芝府中）・高橋 敏彦

15. 高城 務 （KTC）・藤田 洋一

16. ＢＹＥ

17. 阿部 博応 （セカンド）・前川 善久

18. 朝倉 孝次郎 （高速カブ）・冨林 正樹

19. 長谷川 康 （ノブ）・塚本 祐士

20. 八木 良尚 （武蔵台ク）・伊藤 悦敬

21. 伊藤 和夫 （KTC）・西永 泰三

22. 新免 芳史 （FYTC）・福山 勝実

23. 池田 勉 （KTC）・屋代 千昭

24. 髙橋 学 （MTC）・小沢 稔

25. 開沼 聡 （C.C.P）・櫻庭 和人

26. 碓井 伸一 （ポパイ）・齋藤 正勝

27. 飯島 豊 （武蔵台ク）・河内 勇

28. 三浦 泰一 （Ａ Ｉ）・小林 富雄

29. ＢＹＥ

30. 蒲生 伸一 （むつ）・宮川 清人

31. 米田 敏秀 （KKC）・徳永 英樹

32. 山崎 勝 （KTC）・近藤 功

33. 露木 敏浩 （ Ｆ）・河村 慶一

34. 仲井 澄 （KTC）・御所 正道

35. 山本 人 （たんぽぽ）・井口 香二

36. 園田 孝弘 （ポスト）・村山 正彦

37. 三上 正幸 （WING）・川口 泰志郎

38. ＢＹＥ

39. 花岡 武 （MTC）・山内 正之

40. 河田 直人 （ウルトラ）・名越 信彦

41. 伊藤 仁四郎 （JIN）・松本 英興

42. 亀井 猛 （高速カブ）・松井 秀文

43. 小林 明男 （リバティ）・山本 正己

44. 鈴木 勝利 （浅間）・松江 勝行

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

SD-01

SD-02

SD-03

SD-04



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) ミックスダブルス
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1. 須藤 修三 （高速カブ）・折橋 享代
2. 島崎 聡 （ヴィク）・島崎 亜澄
3. 鵜飼 敦 （FWF）・今園 夏代
4. 中島 治康 （Ａ Ｉ）・中島 千帆
5. 村上 和也 （東芝府中）・村上 祐子
6. ＢＹＥ
7. 小山 英之 （すばる）・小山 満子
8. 早坂 敏彦 （武蔵台ク）・苫米地 佳子
9. 大山 裕宣 （とえてに）・大山 美穂

10. 蒲生 伸一 （むつ）・大西 美治
11. 小林 実 （たんぽぽ）・柳田 剛
12. 牛尾 国生 （WING）・中村 寛子
13. 横山 隆 （MTC）・髙津 亜矢子
14. 角川 英己 （ ＡＮ ）・角川 加奈子
15. 高城 務 （KTC）・大久保 智代
16. 守谷 心一郎 （ウルトラ）・木村 沙弥香
17. 桑野 睦子 （HSB）・小杉 和人
18. 冨林 正樹 （高速カブ）・山本 美佐
19. 中村 悠 （C.C.P）・中村 敦子
20. 坂井 篤 （Ａ Ｉ）・坂井 弘美
21. ＢＹＥ
22. 小林 明男 （リバティ）・桶川 雅子
23. 中山 樹子 （ Ｆ）・中山 和也
24. 有本 宣英 （HJC）・久保 久美子
25. 佐藤 毅 （とえてに）・佐藤 美緒
26. 古谷 和男 （MTC）・飯塚 玲奈
27. 伊藤 和夫 （KTC）・伊藤 裕子
28. 藤井 直子 （すばる）・廣野 哲丸
29. 伊藤 卓也 （ノブ）・佐甲 久美子
30. 齋藤 陽子 （HSB）・三重野 国人
31. 藤井 大輔 （高速カブ）・土肥 由香
32. ＢＹＥ
33. 黒良 龍太 （クラブ７）・香川 由美
34. 鈴木 朋美 （リバティ）・佐藤 賢一
35. 宇内 三郎 （ヴィク）・内藤 裕子
36. 吉井 葉子 （たんぽぽ）・幸山 摩琴
37. 斉藤 英彰 （武蔵台ク）・吉田 敬子
38. 村上 範久 （ちびテニ）・佐野 美穂
39. 吉田 徹 （東芝府中）・菅原 聖子
40. 川見 隆弘 （C.C.P）・青山 琴子
41. 唐澤 万紀子 （たんぽぽ）・国光 健吾
42. 石川 学 （ヴィク）・石川 直子
43. 浜 洋太 （Sunny）・常世田 礼子
44. 安藤 裕生 （Ｆ Ｃ）・茂呂 和代
45. 林 宗揚 （MTC）・末永 善子
46. 碓井 伸一 （ポパイ）・碓井 紀子
47. ＢＹＥ
48. 蓑部 和人 （すばる）・蓑部 麻里子
49. 佐橋 賢一 （とえてに）・小島 有可
50. 三浦 泰一 （Ａ Ｉ）・三浦 範子
51. 露木 敏浩 （ Ｆ）・露木 明子
52. 萱沼 健 （高速カブ）・杉田 恵子

1st. 2nd. 3rd.

MIX-01

MIX-02

MIX-03

MIX-04

MIX-05

MIX-06

MIX-07

MIX-08



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) シニアミックスダブルス
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1. 山本 正己 （ウルトラ）・酒井 弘子

2. 塚田 由紀 （MTC）・小沢 稔

3. 重政 孝弘 （ノブ）・水野 都美枝

4. 藤田 洋一 （KTC）・増田 好恵

5. 阿澄 幸夫 （浅間）・石田 琴江

6. 安江 崇 （FYTC）・前 美紀

7. 亀井 猛 （高速カブ）・高橋 薫

8. 村田 桂三郎 （ウルトラ）・村田 京子

9. 屋代 千昭 （すばる）・河原 恵子

10. 福山 勝実 （FYTC）・福山 葉子

11. ＢＹＥ

12. 河田 直人 （ウルトラ）・河田 恵美子

13. 清水 賢治 （STCS）・清水 良枝

14. 三宅 博司 （セカンド）・田所 康子

15. 塚本 祐士 （ノブ）・塚本 尚子

16. 櫻庭 和人 （C.C.P）・鈴木 弘子

17. 齋藤 正勝 （ポパイ）・中務 佐規子

18. ＢＹＥ

19. 藤田 政満 （Ｆ Ｃ）・藤田 聡子

1st. 2nd. 3rd.

SDM-01

SDM-02

SDM-03

SDM-04



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) 男子ダブルス (第二日)
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1. 村山 清一 （東芝府中）・荒井 秀之

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 榊原 慎吾 （浅間）・蛭町 巧

5. 中西 雄太 （ヴィク）・宇内 三郎

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 園田 勇也 （とえてに）・内藤 羊一郎

9. 高見 泰世 （C.C.P）・菊川 和樹

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 古賀 将大 （ひまわり）・太田 輝

13. 大山 裕宣 （とえてに）・南雲 克明

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 田村 茂 （宇宙ST）・松尾 之

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136回 府中市庭球大会(秋季大会) 女子ダブルス (第二日)
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1. 吉留 紀 （L.C）・塩井 康子

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 三浦 範子 （Ａ Ｉ）・山本 愛子

5. 伊藤 裕子 （L.C）・山本 恵世

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 一村 由美子 （ ＡＮ ）・月本 聖子

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.

優勝



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) シニアダブルス (第二日)
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1. 遠藤 和美 （浅間）・渋谷 泉

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 佐藤 正浩 （すばる）・南新 毅弘

5. 重政 孝弘 （ノブ）・山田 将範

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 阿澄 幸夫 （浅間）・小林 立彦

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.

優勝



■ 第136回 府中市庭球大会(秋季大会) ミックスダブルス (第二日)
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1. 太田 輝 （ひまわり）・河井 彩子

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 門脇 順 （ヴィク）・門脇 奈美

5. 井上 一裕 （Sunny）・原田 亜紀

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 丸山 瞬 （浅間）・岡田 優

9. 浜崎 秀一 （JIN）・斎藤 園子

10. ・ （        ）

11. ・ （        ）

12. 河内 希美 （KTC）・紀伊 桂一

13. 野村 俊幸 （浅間）・山本 愛子

14. ・ （        ）

15. ・ （        ）

16. 若林 加奈子 （C.C.P）・菊川 和樹

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136回 府中市庭球大会(秋季大会) シニアミックスダブルス (第二日)
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1. 加藤 剛 （ウルトラ）・川上 帆子

2. ・ （        ）

3. ・ （        ）

4. 鈴木 勝利 （浅間）・土井 里知子

5. 村田 貴 （ウルトラ）・村田 綾子

6. ・ （        ）

7. ・ （        ）

8. 遠藤 和美 （浅間）・海老沢 芙美子

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.

優勝


