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主催　：　狭山市テニス協会

手 塚 恪

西 大 路 隆 範

栗 原 秀 明



大会注意事項

  １  試合方式

  （１） 試合は、ダブルス３試合とし、２試合を勝ったチームを勝ちとします。

  （２） 予選・本戦の試合方式は対戦表にあります。

  （３） 試合は４人（２試合）で成立とし、その場合は第3試合を不戦敗(WO)とします。

  （４） 予選１位の２チームと２位から１チームは本戦へ進めます。

　　　　Aブロック１位は本戦No.３　Bブロック１位は本戦No４　２位からは本戦No２

　　　　ブロック２位は、得失ゲーム数により本戦権利を決定します。

  （５） 天候等の理由により試合方式が変更することがあります。

  ２　審　判　等                                                                               

  （１） 審判は、セルフジャッジとする。

  （２） コート内には、選手、役員以外は入らないで下さい。

  ３　試合進行等                                                                               

  （１） 試合開始時は、両チームがネットをはさんで挨拶し、メンバー表を交換してください。

  （２） 試合前の練習は、サービス８本のみとします。

  （３） 試合終了後、勝者チームの監督は、試合結果とボールを本部へ届けてください。

  （４） メンバー表は２枚用意し、１枚を試合開始前に本部席へ、１枚を対戦相手チームへ提出すること。

  （５） 試合はテニスウェアを着用すること。タオルを頭部や首に巻いてのプレイを禁止する。

  ４　集合時間等                                                                               

  （１） メンバー全員で集合時間までに本部へエントリーすること。

  （２） 試合開始前に、コールしても応答が無い場合は棄権とする。  （２） 試合開始前に、コールしても応答が無い場合は棄権とする。

  （３） 試合開始時間は、試合日程表を参照のこと。

  ５　その他                                                                               

  （１） 会場は駐車場が不足していますので、乗り合いで移動をお願いします。

  （２） 会場のゴミは、各チーム及び各人でお持ち帰り下さい。

  （３） 大会初日には、大会会場において開会式（８：４５）を実施します。

  （４） 大会当日の天候判断は、会場クラブハウス（８：３０）に掲示する。

  （５） その他不明なことは、大会役員に問い合わせること。

試合日程

一般女子

一般男子
ベテラン男子１部

一般男子
ベテラン男子１部

智光山公園
テニスコート

備考
４月　９日 ４月１５日

（土)・予備日（日)･予選・本戦

本戦

予選全ブロック

本戦

8:50

8:50

11:00

本年度は、都合により４／９（日）の１ｄａｙ

開催です。

また、エントリー数から、開催種目は

一般男子・一般女子・ベテラン男子１部で

開催いたします。

来年、ベテラン男子２部・ベテラン女子の

皆様の参加を、お待ちしております。



平成２９年　団体戦　一般男子　本戦

No SF F

1

2

3

4

**１セット６ゲームマッチ（６オール１２ポイントタイブレーク方式）

平成２９年度　団体戦_一般女子　本戦
1

2

3

4

5

6

7

チーム名／団体名

Y's

杉山組

チーム天晴

Y's

ブラック女子

PIXY

1 2 3 4 5

1 チーム天晴 1

2 杉山組 2

3 Y's 3

4 ブラック女子 4

5 PIXY 5

本

順位
結果

№ チーム名 所属団体

8

**１セット６ゲームマッチ（６オール１２ポイントタイブレーク方式）

平成２９年度　団体戦_ベテラン男子１部　本戦

No SF F

1

2

3

4

**１セット６ゲームマッチ（６オール１２ポイントタイブレーク方式）

チーム名／団体名

フリーザ

4 ブラック女子 4

5 PIXY 5



1 2 3 1 2 3

A 1 Bone Setter 1 B 1 月見野庭球団 1

2 杉山組 2 2 朝日超乾燥 2

3 WING 3 3 NDK 3

**１セット６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式

1 2 3 1 2 3

結果結果
順位

平成２９年度　団体戦　ベテラン男子１部（予選）組合表

順位

№ チーム名 所属団体 チーム名№ 所属団体

平成２９年度　会長杯　一般男子（予選）組合表

№ チーム名 所属団体 チーム名№順位
結果

所属団体
結果

A 1 ブレ月 1 B 1 つつじ野T／C 1

2 コナミF 2 2 ワクワク 2

3 フリード 3 3 イグイグ 3

**１セット６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式



団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

諸星  祐介 Ｔ’ｓ 緑川  貴志 Ｔ’ｓ 根岸  靖 Bone 山口  敦司 Bone 門脇  遼 月見野 栗原  秀明 月見野

小楠  康紘 T's 水村  慎治 T's 大原  康弘 Bone 山口  滉太 Bone 鈴木  雅也 月見野

鈴木  雄大 T's 渡邊  俊彦 T's 西大路  隆範 Bone 篠崎  航平 Bone 長谷部  光平 月見野

山下  勝弘 T's 吉田  雅弘 T's 関谷  聡史 Bone 梶田  智史 Bone 勝村  勇太 ブラック

阪本  貴史 T's 斎藤  和也 T's 篠崎  翔平 Bone 中島  傑 ブレント

高橋  茂 Ｔ’ｓ 芹澤  隆幸 Bone 松村  卓也 月見野

団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

寺島  辰哉 杉山組 金塚  洋平 綜研 赤井  宏至 一般 市本  悠理 一般 小野  剛 WING 串田  保 WING

岡部  忠則 杉山組 高橋  聖次 杉山組 高塚  奨 一般 斉木  亮太 一般 杉山  孝平 WING 松澤  寛 WING

福島  直樹 杉山組 鹿島  裕太 一般 中岡  史朗 WING

林  貴之 杉山組 児玉  怜士 一般 北野  勝繁 WING

進藤  聡 杉山組 高田  大地 一般 浅井  譲 WING

榊原  重人 杉山組 石井  誠 一般 深水  鉄太 WING

団体 0 団体 団体

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

赤坂  泰啓 ＮＤＫ 吉森  靖浩 ＮＤＫ

加賀  重隆 ＮＤＫ 白砂  昭広 ＮＤＫ

近藤  直高 ＮＤＫ 河村  智宏 ＮＤＫ

清水  邦昭 ＮＤＫ 永井  功介 ＮＤＫ

藤澤  慎也 ＮＤＫ

山谷  昌孝 ＮＤＫ

団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

岡本  美香 月見野 中林  麻衣 ブレント 高屋  路子 杉山組 寺田  久美子 杉山組 鈴木  容子 Ｔ’ｓ 土屋  陽子 Ｔ’ｓ

松村  佳苗 月見野 佐伯  久美 杉山組 青木  佐智子 Ｔ’ｓ 黒澤  めぐみ Ｔ’ｓ

岡本  恵子 月見野 新堀   秀美 杉山組 山口  祐子 Ｔ’ｓ 山澤  良子 Ｔ’ｓ

李  亜民 ブレント 上村  素美 杉山組 小原  喜代美 Ｔ’ｓ

小林  花甫里 ブレント 高橋  浩子 杉山組 佐々木  栄代子 T's

森園  紀子 ブレント  後藤　  祥子 杉山組 尾上  由佳 T's

団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

大美賀  由季子 ブラック 山本  悠乃 ブラック 安藤  一恵 ＰＩＸＹ 冨田  文枝 PIXY

佐藤  幸子 ブラック 大盛  美貴 ＰＩＸＹ 西野  敬子 PIXY

若松  みつ恵 ブラック 高橋  紀子 ＰＩＸＹ 長沢  素子 ＰＩＸＹ

長吉　  厚子 ブラック 西久保  貴美恵 ＰＩＸＹ 下村  京子 PIXY

池崎  明美 ブラック 本橋  純子 ＰＩＸＹ

岩間  とみ枝 ブラック 本橋  夏実 ＰＩＸＹ

若松  みつ恵 長沢  素子

メンバー メンバー メンバー

ブラック女子 PIXY

岡本  美香 岡部  忠則 土屋  陽子

メンバー メンバー メンバー

チーム天晴 杉山組 Y's

平成２９年　団体戦　一般女子　メンバー表

赤坂  泰啓

メンバー メンバー メンバー

NDK

岡部  忠則 赤井  宏至 小野  剛

メンバー メンバー メンバー

杉山組 朝日超乾燥 WING

諸星  祐介 根岸  靖 門脇  遼

メンバー メンバー メンバー

平成２９年　団体戦　一般男子　メンバー表

Y's Bone Setter 月見野庭球団



団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

西川  勝行 ブラック 岩波  昇 ブラック 中村  芳明 月見野 西野  匡 月見野 北迫  光雄 つつじ野

飯田  徹 ブラック 山本  武司 ブラック 岡本  俊成 月見野 近藤  得郎 BRC 中山  貞雄 つつじ野

吉野  光秋 ブラック 田口  信昭 ブラック 松本  好二 月見野 松長  保 つつじ野

中山  秀樹 ブラック 清水  照雄 月見野 佐藤  桂一 つつじ野

和田  昌之 ブラック 石関  義広 月見野 横田  順二 つつじ野

園部  誠 ブラック 平岡  明彦 月見野 小川  洋志 コナミ

団体 0 団体 0 団体 0

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

太田  益雄 コナミ 杉浦  洋祐 コナミ 東  基雄 一般 宮澤  孝至 ホンダ 大澤  藤雄 ホンダ

梅林  功一 コナミ 吉田  実 コナミ 小林  佑二 一般 山口  修 ホンダ 山田  英昭 ホンダ

和田  裕章 コナミ 岩淵  吉博 一般 冨永  久光 ホンダ

岡添  立也 コナミ 川村  隆文 一般 木村  政勝 ホンダ

進藤  義明 コナミ 皆川  憲一 一般 山路  勝 ホンダ

入江  正樹 コナミ 奥山  敦 一般 皆川  博幸 ホンダ

団体 0 団体 団体

チーム名 チーム名 チーム名

監督 監督 監督

植田  昌和 一般

井口  聡 一般

田中  文昭 一般

平畠  俊一郎 一般

浅野  泰治 一般

高島  和人 綜研

フリーザ

メンバー

西川  勝行

太田  益雄

メンバー

コナミF

メンバー

植田  昌和

メンバー

イグイグ

つつじ野T／C

中山  貞雄

メンバー

皆川  博幸

メンバー

ブレ月

中村  芳明

メンバー

東  基雄

メンバー

ワクワク フリード

平成２９年　会長杯　ベテラン　メンバー表

メンバー


