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８－１ 予選 

（１）出場チーム 

No. チーム名 代表者  No. チーム名 代表者 

1 Ｈ.Ｓ.Ｂ. 長谷部 裕行 押立町  28 ＡＳＴＩ 三浦 泰一 美好町 

2 ＫＴＣアーリー 板山 静季 宮西町  29 高速カブトムシ 萱沼 健 四谷 

3 ポパイ 碓井 伸一 南町  30 高速しむとぶか 山口 宜史 四谷 

4 ２０２２たまタマ連合 吉井 隆展 南町  31 ウルトラ 長谷川 弘子 是政 

5 フォーティ・ラブ 渡辺 幹雄 幸町  32 ＪＩＮ 伊藤 仁四郎 清水丘 

6 やんないみどるず 池山 勉 若松町  33 ＦＹパセリ 佐保田 真樹 朝日町 

7 ポラリス 進藤 都夫 南町  34 ＦＹセロリ 新免 芳史 宮町 

8 ジェミニ 吉本 美香 矢崎町  35 ＰＯＳＴ 吉野 泰正 押立町 

9 ＳＴＣＳ 貞金 浩司 浅間町  36 コトブキング 園田 孝弘 美好町 

10 ひま人倶楽部 久保 久美子 住吉町  37 車返テニスクラブ 関根 英夫 白糸台 

11 うさぴょん 山田 篤 天神町  38 火曜テニス 上田 惠子 分梅町 

12 レトリバー 盛岡 浩美 新町  39 テニスクラブセブン 小出 由美 八幡町 

13 うそぴょん 大西 裕一郎 是政  40 ちびテニ 益田 裕一郎 宮西町 

14 うたぴょん 杉田 英毅 新町  41 ＦＴＣ 藤田 政満 本町 

15 平成ＴＣ 御所 正道 新町  42 ロコ・ソラーレ府中 石黒 丈晴 白糸台 

16 リバティ 小林 明男 押立町  43 チーム Ａｐｐｌｅ 小尾 幸寛 浅間町 

17 ウイング府中 牛尾 国生 浅間町  44 てるやまもみじＡ 武内 進 天神町 

18 ＫＴＣモーニング 吉岡 祐二 白糸台  45 てるやまもみじＢ 工藤 賢二 浅間町 

19 ＭＴＣ 小沢 稔 新町      

20 武蔵台テニスクラブ 長野 耕陽 武蔵台      

21 ＴＫＣ 柳田 剛 浅間町      

22 むつ 加藤 幸宏 白糸台      

23 ｔｏｃｏｔｏｃｏ 常世田 礼子 是政      

24 ＣｈａｌｌｅｎｇｅＡ 山崎 敏之 八幡町      

25 ＣｈａｌｌｅｎｇｅＢ 岡野 浩 片町      

26 コントレイルズ 長谷川 知子 府中町      

27 東京農工大学 竹下 大輔 晴見町          
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（２）予選ドロー 

 

予選ドローは、９月１７日 １８：００以降に、大会実行委員会によって作成し、９月２３日

までに公開する。 
予選が延期となった場合、予備日の会場、集合時刻は、改めて府中市庭球連盟ホームページに

案内する。 

各会場１７：００までコート確保しています。全対戦終了後は、交流戦等で使用してかまいま

せん。 

 

ﾌﾞﾛｯｸ番号 チーム名 代表者 予選会場 
集合 

時間 

DT-01 

①ひま人倶楽部 久保 久美子  

郷土の森 

（ＡＢ面） 

９時 

②ＦＹセロリ 新免 芳史 ９時 

③ウイング府中 牛尾 国生 ９時 

④ウルトラ 長谷川 弘子 ９時 

DT-02 

①ＳＴＣＳ 貞金 浩司  

郷土の森 

（ＣＤ面） 

９時 

②ポラリス 進藤 都夫 ９時 

③高速カブトムシ 萱沼 健 ９時 

④コトブキング 園田 孝弘 ９時 

DT-03 

①うさぴょん 山田 篤  

小柳 

（ＡＢ面） 

９時 

②てるやまもみじＢ 工藤 賢二 ９時 

③フォーティ・ラブ 渡辺 幹雄 ９時 

④ＣｈａｌｌｅｎｇｅＢ 岡野 浩 ９時 

DT-04 

①ＫＴＣアーリー 板山 静季  

小柳 

（ＣＤ面） 

９時 

②ポパイ 碓井 伸一 ９時 

③ＭＴＣ 小沢 稔 ９時 

④武蔵台テニスクラブ 長野 耕陽 ９時 

DT-05 

①ＫＴＣモーニング 吉岡 祐二  

寿町 
９時 

②レトリバー 盛岡 浩美 ９時 

③高速しむとぶか 山口 宜史 １０時 

④  ９時 

DT-06 

①やんないみどるず 池山 勉  

押立 
９時 

②テニスクラブセブン 小出 由美 ９時 

③チーム Ａｐｐｌｅ 小尾 幸寛 １０時 

④  ９時 

DT-07 

①ジェミニ 吉本 美香  

平和の森 
９時 

②うたぴょん 杉田 英毅 ９時 

③ロコ・ソラーレ府中 石黒 丈晴 １０時 

④  ９時 

（続く） 
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（続き） 

ﾌﾞﾛｯｸ番号 チーム名 代表者 予選会場 
集合 

時間 

DT-08 

①Ｈ.Ｓ.Ｂ. 長谷部 裕行  

若松 
９時 

②ＴＫＣ 柳田 剛 ９時 

③ＪＩＮ 伊藤 仁四郎 １０時 

④  ９時 

DT-09 

①２０２２たまタマ連合 吉井 隆展  

紅葉丘 
９時 

②ｔｏｃｏｔｏｃｏ 常世田 礼子 ９時 

③ＡＳＴＩ 三浦 泰一 １０時 

④  ９時 

DT-10 

①車返テニスクラブ 関根 英夫  

四谷 
９時 

②ちびテニ 益田 裕一郎 ９時 

③うそぴょん 大西 裕一郎 １０時 

DT-11 

①ＰＯＳＴ 吉野 泰正  

住吉 
９時 

②むつ 加藤 幸宏 ９時 

③ＣｈａｌｌｅｎｇｅＡ 山崎 敏之 １０時 

DT-12 

①ＦＹパセリ 佐保田 真樹  

栄町 
９時 

②てるやまもみじＡ 武内 進 ９時 

③東京農工大学 竹下 大輔 １０時 

 


