
【大会役員および本部】

大会会長 ： 川尻　康夫 レフェリー ： 須賀クニ子

ディレクター ： 盛田　雄治 大会運営団体、および、RU ： （日程表参照）

本部 ： 試合会場に、試合運営本部を設置します。

【注意事項】

受付 ・ 選手は試合のできる服装で、指定時刻までに本部へ出席を届けてください。

ダブルスの場合は、 ペアが揃って届けてください。指定時刻に遅れた場合は、棄権となります。

・ ラッキールーザーの受付および抽選は､本戦当日､各試合開始時刻に実施します。

試合時の服装 ・ テニスウェアを着用してください。（Tシャツを着用してのプレーは認めません）

会場内 ・ 選手は試合終了まで基本的に会場を離れることはできません｡

・ 会場内・通路・駐車場での、ボールおよびラケットを使用しての練習は禁止です。

・ 置き引きが多発していますので､各自持ち物には十分注意してください。

・ 不慮の事故､障害については､当協会は一切責任を負いかねますので､事前に健康診断を受け、

万全の体調で試合にお臨みください。

雨天時 ・ 雨天などで試合の有無が不明の場合でも､指定時刻までに必ず本部に届けてください｡

・ 延期の場合は､川越運動公園事務所前に変更を掲示します｡

また、後日ホームページ（http://www.koedo-tennis.org/）に掲載しますので、ご確認ください。

・ 雨天時当日、試合が可能になるまで待機する場合があります。試合開始(再開)が決定されたとき、

受付を済ませていない選手は棄権となります｡

欠席時の届出 ・ 男女単・複（県予選の部）と（一般の部）・混合複の本戦選手が試合に出場できない場合は､

必ず前日までにFAXでご連絡ください。

FAX: 049-231-0952  盛田  (7:00 から 21:30 まで)

緊急の問い合わせ先： 049-232-9416　盛田 雄治

【試合方法】

使用球   ・ ブリヂストン ニューXT8（イエロー）

コート ・

試合方法 ・ 各種目とも　１セットマッチ（６オールタイブレーク）セミアドバンテージ｡

・ ただし、男女単・複（県予選の部）と混合複本戦は､8ゲームスプロセット(8オールタイブレーク） 

セミアドバンテージ。また全種目の決勝戦は、2タイブレークセット（セミアドバンテージ）

ファイナルセット７ポイントマッチタイブレーク方式

・ 全ての種目の3位決定戦は､実施しません。

試合前の練習 ・ サービス４本

審判   ・ 全試合セルフジャッジ（全日程の各会場に1～4名のロービングアンパイアを配備します）

ただし、下記の種目に○の付いている試合の決勝戦のみSCU方式とします｡

試合進行 ・ 種目ごと、実施日に残す試合を以下に示します。記入なしの箇所は、決勝戦まで実施します。

※SF：準決勝戦、F：決勝戦

※SCU：ソロチェアアンパイア

壮年女子（45歳） ＳＦ，Ｆ　残し

壮年男子（65歳）

《市民体育祭テニスの部》　注意事項と試合方法

壮年女子（55歳） Ｆ　残し

壮年男子（55歳） Ｆ　残し Ｆ　残し

混合複（本戦） Ｆ　残し

壮年男子（45歳） ＳＦ，Ｆ　残し Ｆ　残し

男子（一般の部）

女子（一般の部）

男子（県予選の部） ＳＦ，Ｆ　残し ○ Ｆ　残し ○

女子（県予選の部） Ｆ　残し ○ Ｆ　残し ○

オムニコート(川越運動公園)

種目 シングルス ＳＣＵ ダブルス ＳＣＵ

第71回 川越市民体育祭 テニスの部 2018-08-26

川越市テニス協会



試合後の届出 ・ 男女単・複（一般の部）・混合複の予選終了後､本戦に出場が決まった選手は抽選してください。

・ 男女単・複（県予選の部）のベスト16に残った選手は、氏名､連絡先・住所を指定の用紙に

記入してください。県外居住者は勤務先・在学先住所を記入も必要です。

本大会成績上位の選手は、県大会、西部地区大会への選考基準とします。

使用済み球 試合で使用したボール1缶は、敗者が持ち帰ってください。

【その他】

賞品 ・ 賞品は４位まで進呈します。ただし、ドロー数によって変更があること、ご了承ください。

出場制限 ・ 男女単・複（一般の部）で優勝・準優勝者（ペア）は

ペアを変更しても出場できません。

準拠

《ジュニアの試合方法と注意事項》

試合方法 ・ 中学生男女小学生（競技の部）は、1セットマッチ（6オールタイブレーク）セミアドバンテージ

・ 小学生初心者の部は、4ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

・ 中学生男女小学生（競技の部）の使用球は、ブリヂストンニューXT8を使用します。

・ 小学生初心者の部の使用球は、グリーンボールを使用します。

・ 4名１ブロックのトーナメントもしくは、3名1ブロックのリーグ戦を行います。当日の出欠の状況

によって変更する場合があります。受付の指示に従ってください。

　　　　　　　　　　　　・

・ 中学生男女小学生（競技の部）のコンソレーションは、初回戦敗者を対象に当日組み合わせを

作成し実施します。

・ 試合は全てセルフジャッジとします。

・ 試合前のウォームアップは、各人サービス4本とします。

・ リーグ戦における順位は、公式トーナメント競技規則に基づいて決定します。

試合中 ・ ラインコールはハッキリと。「アウト」「フォールト」の声と、手をあげるなどのハンドシグナルの

両方を行うこと。

・ サーバーは、スコアをハッキリと大きな声で相手に聞こえるように伝える。レシーバーは、「はい」

とうなずき、サーバーにスコアを確認したことを知らせる。

試合中に困ったら

・

応援 ・ 保護者の方の応援は、スタンドからお願いします。フェンス近くからの応援は、自粛をお願い

いたします。コーチング（アイコンタクトやアドバイス等）が確認された場合は、警告など

選手に対してもペナルティーが掛かってしまいますので、ご注意ください。

使用済み球 ・ ユーズドボール１缶は、敗者が持ち帰ることになっていますが、コンソレーションを行いますので、

受付の指示に従ってください。

- 以上 -

ロービングアンパイア（RU）を呼んでください。RUが来たら指示に従ってください。

その他の規則は､2018JTAルール(テニスルールブック2018)を適用します。

次年度以降、一般の部には出場できません。

各クラスとも３位決定戦は実施しません。
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日時 種　目 会場 運営団体

ジュニア

壮年男子複(55)

壮年男子複(65)

壮年女子複(45)

壮年女子複(55)

【一般】男子複(予選)

【一般】女子複(予選)

壮年男子複(45)

壮年男子単(45) 庭球塾

壮年男子単(55) 名細

壮年男子単(65)

【一般】女子単(予選)

【一般】男子単(予選) 霞ヶ関

壮年女子単(45) HKクラブ

【県予選】男子単 東洋組

【県予選】女子単

混合複(予選) 市役所

庭球塾

【県予選】男子複

【県予選】女子複

【一般】男子複(本戦)

【一般】女子複(本戦)

【一般】男子単(本戦)

【一般】女子単(本戦)

壮年男子単(45)

壮年男子単(55)

9/30(日) 混合複(本戦) 運動公園
（6面）

名細

壮年男子複(45) ﾗﾌﾞｵｰﾙ

壮年男子複(55) 名細

壮年女子複(45)

壮年女子複(55)

混合複(本戦)

【県予選】男子単

【県予選】女子単

【県予選】男子複

【県予選】女子複

10/13(土) 残り試合(予備日) 運動公園
（6面）

ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

9/23(日)

9/24(祝)

10/6(土)

Poco

KTC会

運動公園
（6面）

霞ヶ関

運動公園
（6面）

運動公園
（6面）

ﾃﾆｽﾅｯﾂ

運動公園
（6面）

ラブオール

9/２ (日)

9/8(土)

9/9(日)

9/15(土)

運動公園
（10面）

9/16(日)

9/17(祝)

※日程の変更は、川越市テニス協会ホームページ  http://www.koedo-tennis.org/でご確認ください。

10/７(日)

10/8(祝)

SF･F 全員  9:00

   F 全員  9:00

   F 全員  9:00

HPに掲載

   F 全員  9:00

     全員  9:00  

   F 全員  9:00

   F 全員  9:00

SF･F 全員  9:00 運動公園
（６面）

   F 全員  9:00

   F 全員  9:00

     全員  9:30

SF･F 全員  9:30

   F 全員  9:00

     全員 10:30

運動公園
（8面）

1R 9:00, 2R  9:30

     全員 11:00

     全員 11:00

運動公園
（10面）

運動公園
（8面）

全員 9:00

№1～17 10:30, №18～34 11:00

全員 12:00

     全員  9:00

小学生(初心者) 全員12:00

№ 1～12 1R 9:00 2R 10:00

ABC 9:00, D 10:00  

A 12:00, B 13:00

ABC 9:00, DEF 9:30, GH 10:30, IJ 11:00

全員 11:30

№1～36 9:00, №37～48 10:30

第７１回 市民体育祭 大会スケジュール表

運動公園
（10面）

ラピス№1～24 1R 9:00, 2R 10:00

AB 11:00, CD 12:00

全員 10:30

№1～16 9:00, №17～32 9:30

中学男子(競技)9:00 中学女子(競技) 9:00

KTCo小学男子(競技)9:00 小学女子(競技)10:00 

集合時刻

運動公園
（10面）

PTC№13～24 1R 9:30 2R 10:30

9/22(土) 運動公園
（6面）

全員 12:00

AB  9:00, CD 10:00

№1～16 11:30, №17～32 12:30
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45

高山 祐輔

39

40

41

42

48

44

)( 東洋組    

野辺 淳平

岩﨑 諭

堀 央祐

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

)( 庭球塾    

)( 個人        

内田 勝敏

27

28

29

)( 市役所    

)( 個人        

)( ＰＴＣ       

)( 石井ＴＡ   

BYE

)( 市役所    

)( 個人        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

43

)( 石井ＴＡ   

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

白井 章大

)( 東洋組    

)( 個人        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

)( あさき      

46

47

)( あさき      

)( 東洋組    

)( 個人        

)( 個人        

38

)( 個人        

)( 個人        

)( 個人        

堀口 孝

赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ       

)( 東洋組    

)( 東洋組    

進藤 純一

上原 浩路

藤川 和也

)( 遊乗会    

)( 遊乗会    

)( 東洋組    

吉田 圭吾

)( 東洋組    

)( 石井ＴＡ   

宮野 和総

)( HKｸﾗﾌﾞ   

)( あさき      

30

35

池光 雅史

羽田 光輝

髙橋 進

藤島 翔太郎

)( HKｸﾗﾌﾞ   

34

37

大高 裕行

林 幸雄5

31

32

)( ＰＴＣ       

)( 東洋組    

高谷 真

江原 義昭

)( 個人        

)( 個人        

白谷 晴瑞

勝屋 宏一

滝瀬 大地

加藤 正浩

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 松本 浩一郎

)( KTCo      

4

12

9

松岡 慎一36熱田 茂幸

6

33

)( ｻﾉﾌｨ       

14

新井 潤也

相原 俊祐

11

7

10

8

13

眞坂 隆一

江頭 秀明

1

3

)( 東洋組    

2

古口 裕康 大橋 秀紀

小久保 惣一

末吉 孝夫

25

26

男子シングルス（県予選の部）

山下 弘貴)( 名細        

羽田 翔太郎

)( ＰＴＣ       

15

17

16

20

深沢 晃太郎

稲葉 実

野口 翔世

18

19

BYE

井上 大樹

22

21

23

24

鈴木　一輝

森 一寿

小野 建史

)( 庭球塾    

永井 智広

【ｼｰﾄﾞ順位】
1 古口 2 上原 3 加藤 4 松岡 5 熱田 6 高山 7 大橋 8 藤島

9 眞坂 10 井上 11 赤藤 12 山下 13 森 14 吉田 15 野辺 16 高谷

※抽選は､3-4､5-8､9-12､13-16
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夏秋 ダニエル 藤島 翔太郎
羽生田 照 松岡 慎一

橘 輝臣
宮崎 裕亮

井上 晋 )( 霞ヶ関      石田 雅之 )( 個人        

松本 浩一郎 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 羽入田 浩司 )( 名細        

新井 潤也 大高 裕行
山下 弘貴 加藤 和昭

小野 建史
白谷 晴瑞

勝屋 宏一 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

篠原 勇 馬場 智之 (　ﾃﾆｽﾅｯﾂ　 )

須田 泰地 古口 裕康
須田 和男 白井 章大

相原 俊祐 )( KTCo       

岡崎 楓大 )( あさき       

黒田 晃太郎 大橋 秀紀
深沢 晃太郎 野辺 淳平

高橋 進 浅田 健太郎
三橋 俊哉 鹿島 浩幸

飯野 貴浩
仙波 嘉紀

赤井 宏至 赤藤 修司
高山 祐輔 眞坂 隆一

【シード順位】

1 夏秋・羽生田   2 赤藤・眞坂   3 小峰・馬場   4 須田・須田

5 藤島・松岡     6 赤井・高山   7 勝屋・篠原   8 古口・白井

※抽選は､3～4、5～8

23 )( 遊乗会 

)( 庭球塾 

)( 東洋組 )( ｻﾉﾌｨ 

9 )( 個人 21

12 24

10

11

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 22

7 )( 遊乗会 19 )( 東洋組 

BYE

BYE

)( 市役所 

8 20

6 )( PTC 18

5 17 )( 個人 BYE

4 )( 東洋組 16 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

3 15

2 )( 個人 14

男子ダブルス (県予選の部）

1 )( HKクラブ 13 )( 遊乗会 

BYE
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篠田 由樹子 )( あさき       川越 直美 )( KTC会     

児島 壽子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   吉川 政子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

森井 亜弥 長岐 美智子
中川 美栗 水越 由美子

有水 恵美 塩野 幸恵子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

鈴木 淑江 佐々木 ゆり )( 遊乗会     

大川 恭子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   佐伯 映子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

村山 美加 )( 個人        鈴木 恭子 )( 名細        

大山 圭子 内田 貴子 )( PTC         

羽生田 美津枝 町田 栄子 )( 個人        

小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 千葉 まゆみ
谷島 今日子 )( あさき       須藤 珠美

新井 亜由子 土屋 玲奈
井上 舞子 古市 祐美

田家　弘美 高野 春美
林　慶子 池田 加代子

青木 佐智子 )( 遊乗会     足立 京子 )( Poco        

小峰 芳枝 )( 名細        藤岡 まゆみ )( 名細        

山越 紀子 皆川 浩子
鬼久保 清恵 若杉 克代

熊田 信子 酒井 明子
田辺 真由美 小野 忍

金子 由美子 )( 遊乗会     近藤 美穂
宮下 亜紀子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   伊藤 祐子

　※抽選は、3〜4、5〜8

12 24 )( ラピス       

【シ－ド順位】

1 篠田・児島　2 近藤・伊藤　3 千葉・須藤　4 新井・井上　　　

5 小原・谷島　6 川越・吉川　7 土屋・古市　8 金子・宮下

10 )( HKｸﾗﾌﾞ    22 )( HKｸﾗﾌﾞ    

11 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 23 )( あさき       

8 )( あさき       20 )( あさき       

9 21

6 18 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    

7 )( 庭球塾     19 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

3 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    15

4 16

5 )( HKｸﾗﾌﾞ    17

女子ダブルス（県予選の部）

1 13

2 )( 個人        14 )( あさき       

【ｼｰﾄﾞ順位】

1 千葉まゆみ　 2 須藤珠美

３　中村優子  ４ 加藤久美子

※抽選は、３～４

8 森井 亜弥 )( 個人        16 須藤 珠美 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    

7 BYE 15 BYE

6 BYE 14 BYE

5 加藤 久美子 )( ＰＴＣ        13 鬼久保 清恵 )( HKクラブ  

4 小林 弘美 )( あさき       12 中村 優子 )( 遊乗会     

3 植松 智美 )( 個人        11 BYE

2 BYE 10 高﨑 恵美子 )( 遊乗会     

女子シングルス（県予選の部）

1 千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    9 山川 フナミ )( 霞ヶ関      
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)(                  )(                  
)(                  )(                  

)(                  )(                  
)(                  )(                  

2 )(                  

女子シングルス本戦（一般の部）※抽選で決定

)(                  

8

9

)(                  

1 3

2 4

女子ダブルス本戦（一般の部）※抽選で決定

2 )(                  4

男子ダブルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 )(                  3 )(                  

男子シングルス本戦（一般の部）※抽選で決定

1 )(                  6 )(                  

)(                  

2 )(                  7

)(                  

4 )(                  

3 )(                  

1 )(                  

)(                  

5 )(                  10
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宮下 亜紀子 和田 治子
馬場 智之 木月 登志夫

)(                  )(                  
)(                  )(                  

加藤 久美子 長畑 淳子
加藤 正浩 大川 正人

高梨 由美 川越 直美
菅野 賢一 西大路 隆範

)(                  )(                  
)(                  )(                  

村山 美加 )( 個人           真中 孔美 )( 名細           

勝屋 宏一 )( PTC           上原 浩路 )( あさき         

３　村山・勝屋　４　和田・木月

※抽選は、３～４

5 11

6 12

【シード順位】
１　宮下・馬場　２　真中・上原

3 )( PTC           9 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ     

4 )( 庭球塾       10 )( 個人           

混合ダブルス本戦

1 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ     7 )( 庭球塾       

2 8
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Ａ

)( 東洋組     

)( HKクラブ  

男子シングルス予選（一般の部）１ ［Ａ～Ｄ］

1

37

38 )( 庭球塾     

有賀 耕司

)( 個人        

)( 個人        

Ｄ

)( ｺﾅﾐ         

)( 個人        

飯田 佳之

河野 康雄

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

33 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

)( ＫＴＣ会    

四分一 貴司

宮﨑 貴夫

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

31

)( 個人        

伊藤 直也

35

池田 尚人

Ｃ

40)( 市役所     

)( 個人        39

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

32

36

34

Ｂ

亀田 一意

13

18

伊藤 康信

田谷 類仁

森田 義太郎

14

15

17 長瀬 浩久

田谷 陸仁

)( 個人        

5

舩生 渉

宮崎 裕亮

7

関谷 勝己

三上 瞬

永田 賢司

)( 個人        

)( 個人        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

武内 亨

27

25

26

28

)( 個人        田中 宏幸

)( 個人        

)( ｺﾅﾐ         

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 並木 克則6

小黒 貫太 )( 三芳野     

2 新井 友昭

大浦 烈

3

)( 個人        

芦田 和丈

田子 亮二)( 庭球塾     

高橋 洸太

市川 一幸

藤原 修平

21

22

23

24須賀 昭仁 )( 個人        

)( 市役所     

浅見 浩佑

)( ＰＴＣ        

)( ＫＴＣ会    

)( ｺﾅﾐ         

4

8

9

10

)( ＰＴＣ        

11

12

)( 東洋組     

)( 個人        

新井 邦明

村上 千広

若生 直

)( 個人        

)( ＰＴＣ        

栗原 喬

)( ﾗﾋﾟｽ        

)( 名細        

田谷 治人

29

30

佐藤 寛太

浅見 一広 )( ＫＴＣ会    

)( 個人        

19

20

土屋 祐樹16

市川 昌孝
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佐藤 久紀 )( ＰＴＣ        

60 甲斐 庸介 )( 個人        80

7959

)( 個人        75

)( 遊乗会     

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

吉田 圭太 )( 個人        

)( 個人        

村木 和重

栗原 昌康

57 新井 邦夫 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 77 渡邉 健太郎

58 林 蓮太郎

54 中村 剛

)( 個人        

Ｈ

56 小川 聡基 )( 石井ＴＡ   76 森川 友也 )( ｺﾅﾐ         

53 江原 叶碧 )( 個人        73 縣 哲也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

八谷 美一)( 市役所     74 )( 三芳野     

)( 個人        

)( HKクラブ  

52 服部 啓太 )( 個人        72 中川 秀樹

51 岡本 智之 )( 名細        71 小島 英夫

50 安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   70 野口 友也 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

三浦 安博 )( 個人        

49 田中 一成 )( ＰＴＣ        69 入間川 真 )( ＰＴＣ        

48

45

47 山崎 重則 )( 個人        67

)( 個人        68佐藤 謙司

46 松本 猛 )( 遊乗会     66 須賀 賢太郎 )( 名細        

)( 市役所     65 柏村 直規鈴木 匠

江頭 秀一 )( 個人        

Ｇ

)( 庭球塾     

Ｅ

44 野々村 幸紘 )( 個人        64 村越 竜樹 )( ｺﾅﾐ         

安田 謙二 )( 個人        

43 高橋 充則 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 63

41 江原 聡司 )( 個人        61

飯野 裕 )( 個人        

42 青山 敢 )( 個人        62

小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関      

男子シングルス予選（一般の部）２ ［E～H］

中東 拓

Ｆ

78

55 山原 雅人 )( 市役所     
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)( 個人        

大貝 春貴

)( ＰＴＣ        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

)( 個人        

)( 霞ヶ関      榊 原 守道

益城 泰雄

Ｊ

)( 庭球塾     

)( 個人        

)( 名細        

ＢＹＥ

)( 個人        

男子シングルス予選（一般の部）３ ［I～J］

Ｉ

)( 個人        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

)( 個人        

)( 個人        

)( 個人        

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

佐藤 南 )( ｺﾅﾐ         

竹内 和巳

)( 個人        

鬼久保 平

生澤 隆広

)( ＰＴＣ        

)( HKクラブ  

鈴木 一輝

土岐 慎也

鈴木 健一

磯山 敬次

安達 規裕

福岡 誠一郎

野田 周作

81

82

83

84

87

98

100

94

93

88

91

95

99

97

86

85

89

90

92

増渕 毅

川村 晃司

岸田 秀一

佐々木 正弘

96

田原 洋一
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今泉 健汰 栗原 喬 )( 個人 

押部 亘 須賀 昭仁 )( 庭球塾 

安田 謙二 金島 聡
山口 哲央 高松 眞人

鈴木 計善 河村 正和
三澤 良太 矢作 芳和

江頭 秀一 浅見 一広
中條 祐司 浅見 浩佑

松本 猛 )( 遊乗会 安達 真也
山原 雅人 )( 個人 小林 征弘

野口 友也 川村 晃司
森田 義太郎 三輪 貴幸

安藤 洋一 江原 聡司
菅野 賢一 江原 叶碧

飯野 裕 有賀 耕司
佐々木 正弘 島垣 純

萩原 祐樹 五十部 琳
増渕 毅 三上 瞬

綾部 竜治 )( KTC会 長瀬 浩久
榊原 守道 )( 霞ヶ関 武藤 知典

高橋 洸太 赤川 暢英
谷津 岳幸 加瀬谷 結城

橘 一勝 青山 敢
宮園 廣美 道祖土 新吾

竹内 和巳 甲斐 庸介
野田 周作 渡邉 健太郎

石上 英樹 柿澤 裕
宮 信之 吉澤 義夫

佐藤 慶彦
佐藤 南

田谷 治人 田谷 陸仁
田谷 類仁 吉田 圭太

新井 邦明 小黒 貫太
中村 剛 八谷 美一

入間川 真 武内 亨
渡辺 哲也 舩生 渉

大貝 春貴 )( 個人 新井 友昭
西留 清比古 )( 霞ヶ関 佐藤 久紀

加藤 久生 鈴木 健一
福岡 誠一郎 富田 淳一郎

須賀 賢太郎 大浦 烈
橋本 知貴 鈴木 匠

男子ダブルス予選（一般の部）

)( ｺﾅﾐ 

1 )( 東洋組 25

2 )( 個人 26

3 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 27 )( 個人 

4 )( 個人 28 )( KTC会 

6 30 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ 

A

5 BYE 29 BYE

C
7 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 31 )( 個人 

8 BYE 32 BYE

9 )( 庭球塾 33 )( 個人 

10 )( 個人 34 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

11 )( 個人 35 )( 個人 

12 36 )( ｺﾅﾐ 

13 )( 個人 37 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

14 )( 庭球塾 38 )( 個人 

15 )( PTC 39 )( 個人 

16 )( 個人 40 )( ラピス 

17 BYE 41 )( ｺﾅﾐ 

18 )( 個人 42 )( 個人 

B D
19 )( 市役所 43 )( 三芳野 

20 BYE 44 BYE

21 )( PTC 45 )( 東洋組 

22 46 )( PTC 

23 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 47 )( 個人 

24 )( 名細 48 )( 市役所 
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18 BYE

女子シングルス予選（一般の部）

1 高木 浩子 )( 遊乗会    17 江原 由美子 )( 個人       

3 水口 麻美 )( PTC       19 柴崎 留美子 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   

2 BYE

)( 東洋組    

4 榎本 光 )( 東洋組    20 太田 絵理子 )( 霞ヶ関     

)( Poco       22 細谷 悦子 )( 個人       

5 井上 明美 )( 個人       21 高橋 絢子

7 横溝　勝美 )( 石井TA   23 島田 玲子 )( 石井TA   

6 大橋 幸子

8 勝本 禎子 )( ﾌｫﾚｽﾄ    24 小林 茉央 )( 東洋組    

A B
9 田谷 有紀 )( 個人       25 長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

10 BYE 26 BYE

11 日吉 郁美 )( 個人       27 伊藤 美恵子 )( 個人       

12 笹本 莉名 )( 東洋組    28 箕畑 美砂 )( 東洋組    

13 椎名 遥 )( 個人       29 秋葉 せりな )( 個人       

14 小原 早苗 )( 個人       30 土田 結依 )( 東洋組    

)( 名細       

15 山内 美紀 )( 個人       31 BYE

16 星野 有希 )( 東洋組    32 鈴木 和子
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高橋 泰子 谷口 綾子
中村 優子 舟生 美代子

広見 かほり 森屋 卓子 )( あさき       

後藤 宏美 落合 佳子 )( 遊乗会     

神谷 有理子 伊藤 美恵子
多田 美恵子 細谷 悦子

浅野 文子 )( 遊乗会    鈴木 和子 )( 名細        

窪田 ｴﾐ子 )( 個人        池野谷 ひろみ )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

柿澤 三千子 置田 美咲
吉澤 深雪 陶山 みち代

山川 ﾌﾅﾐ )( 霞ヶ関     岡田上 妙子
平田 真弓 )( あさき      日吉 れい子

小俣 寛子 )( ﾗﾋﾟｽ        前川 園枝 )( 遊乗会     

齋藤 知代 )( 石井TA   谷津 徳美 )( ﾗﾋﾟｽ        

粕谷 洋子 有川 一子
村上 廣子 有賀 嘉代子

高橋 和子 )( HKｸﾗﾌﾞ   山内 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

那須 まゆみ )( 個人        長谷部 千恵 )( 個人        

高木 浩子 堀ノ内 信子 )( 名細        

吉田 清美 中田 裕子 )( HKｸﾗﾌﾞ    

冨松 寿恵 美代川 真弓
松津 京子 宮原 千恵子

柳澤 光子 石若 暁子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

宮 志寿代 宇賀神 聡子 )( 個人        

細谷 千鶴子 )( HKｸﾗﾌﾞ   矢作 南順
栗原 美佐子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 前野 絢子

大場 直美 石渡 順子
屋野 弘子 山脇 澄江

上川 和子 )( 個人        松本 和美 )( 遊乗会     

藤本 澄子 )( HKｸﾗﾌﾞ   大橋 幸子 )( Poco        

早津 美智世 菅沼 恵子
山内 圭子 原田 晶子

磯村 晴美 舟引 律子
忽滑谷 千秋 福田 佳子

山田 明美 江面 しげる )( HKｸﾗﾌﾞ    

山崎 祥子 守田 康子 )( 個人        

長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 長岡 嘉代子
矢作 明子 )( 個人        中野 恵美

柴田 孝子 高﨑 恵美子 )( 遊乗会     

須崎 喜久江 小林 弘美 )( あさき       

)( 個人        

)( 遊乗会    

Ｂ

36

37

)( ﾗﾋﾟｽ        

38

20

14

40

18

17

)( ﾗﾋﾟｽ        

39

)( 名細        

Ｄ

34 )( あさき       

)( 霞ヶ関      

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

13 33

35

19

15

)( あさき      

)( 個人        

16

12 32

11 )( 遊乗会    

10 30

31

)( 個人        

8 28

9

)( 名細        

29

女子ダブルス予選(一般の部)1 ［Ａ～Ｄ］

23

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   )( 個人        

5

1 21

2 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 22

)( 個人        

26

7 27

6

4

)( ﾗﾋﾟｽ        25

Ｃ

)( Poco        

24

)( ﾗﾋﾟｽ        

3

)( 名細        

)( 遊乗会    

)( 個人        

)( 霞ヶ関      

Ａ
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秋元 恵 山越 紀子
野辺 淳平 高谷 真

島田 玲子
関 和広

大野 真理子 箕畑 美砂
大野 潤 清水 勇真

安藤 清美 谷口 綾子
細井猛夫 関根 義和

室井 映穂 長澤 友美
益田 真門 鈴木 匠

池田 加代子 山川 フナミ
池田 次男 原山 真哉

小林 茉央 笹本 莉名
今泉 健汰 本田 風海

長谷川 陽子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 持田 恵子
高橋 昌己 )( 個人        岩田 靖信

大山 圭子 置田 美咲
小島 英夫 宍戸 利光

小林 弘美 )( あさき       小林 彩乃
小林 征弘 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   永井 智広

秋葉 せりな 伊藤 美恵子
秋葉 宙 宮崎 貴夫

矢作 明子 武澤 愛子
矢作 芳和 島垣 純

原田 晶子 山脇 澄江 )( あさき       

西留 清比古 山脇 良二 )( 名細        

榎本 光 藤原 裕美子
武田 知也 鹿島 浩幸

柴田 孝子 安達 美智子
柴田 健治 安達 真也

畠山 千景 )( あさき       柳川 幸江
畠山 茂樹 )( 個人        柳川 久貴

並木 遥 川端 由美
谷津 岳幸 田所 重雄

新井 和子 舟生 美代子
臼田 隆 鈴岡 丈明

1

2

)( HKｸﾗﾌﾞ    

D

)( あさき       

)( 霞ヶ関      

)( 市役所     )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

)( ﾌｫﾚｽﾄ     

B

)( 個人        

C

)( 市役所     

A

29

26

)( 庭球塾     

)( 東洋組     

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 12

24

4

7

20

5

ＢＹＥ

3

6

36

11

9

8

18

15

16

17

14

13

)( 庭球塾     

30

)( HKｸﾗﾌﾞ    

)( 個人        

)( 個人        

)( 東洋組     

)( ﾗﾋﾟｽ        

35

32

)( 個人        

33

34

31

)( 霞ヶ関      

)( 個人        

22

23

)( 個人        

)( ﾗﾋﾟｽ        

)( 個人        

)( 東洋組     

)( 東洋組     

)( 個人        

)( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   

)( 個人        

混合ダブルス予選 １ ［Ａ～Ｄ］

21

28

19

)( 石井TA    

27

25

)( ﾗﾋﾟｽ        

)( 東洋組     

10
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壮年男子シングルス(４５歳以上）

1 小峰 直 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  25 久慈 一仁 )( 石井ＴＡ     

2 柏村 直規 )( 庭球塾      26 田中 一成 )( ＰＴＣ         

3 小島 英夫 )( HKｸﾗﾌﾞ     27 矢口 裕之 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

4 鈴木 匠 )( 市役所      28 本間 秀樹 )( 個人         

5 竹内 和巳 )( PTC         29 BYE

6 川村 陽介 )( 名細         30 村木 和重 )( 遊乗会      

7 田口 信昭 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  31 大高 裕行 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

8 BYE 32 BYE

9 宮﨑 貴夫 )( 個人         33 戸島 隆 )( ﾌｫﾚｽﾄ       

10 小名木 稔 )( KTCo       34 新井 友昭 )( ＰＴＣ         

11 佐々木 正弘 )( 個人         35 中條 祐司 )( 個人         

12 赤藤 修司 )( ｻﾉﾌｨ        36 池上 雅人 )( 名細         

13 松岡 慎一 )( 遊乗会      37 勝屋 宏一 )( PTC          

14 山崎 重則 )( 個人         38 飯田 佳之 )( 個人         

15 佐藤 久紀 )( PTC         39 飯野 裕 )( 個人         

16 江頭 秀一 )( 個人         40 中東 拓 )( 市役所      

17 磯山 敬次 )( 個人         41 BYE

18 小ノ澤 克彦 )( 霞ヶ関      42 柳澤 則在 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

19 飯野 貴浩 )( 遊乗会      43 榊原 守道 )( 霞ヶ関       

20 BYE 44 兵頭 真砂彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ   

21 高橋 進 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  45 推名 智 )( 個人         

22 安達 規裕 )( 個人         46 小黒 貫太 )( 三芳野      

)( PTC          

23 村上 千広 )( PTC         47 笠巻 和幸 )( 石井TA     

24 稲葉 実 )( 庭球塾      48 加藤 正浩

1 小峰 2 加藤 3 松岡 4 池上 5 赤藤 6 稲葉 7 久慈 8 勝屋
※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
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)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

根市 勉 )( ﾌｫﾚｽﾄ      

大西 英夫 )( 庭球塾      

壮年男子シングルス（65歳以上）

6 竹澤 秀夫 )( ﾌｫﾚｽﾄ      12

北口 隆一 )( ﾌｫﾚｽﾄ      

BYE

田家 達也 )( あさき        

有賀 耕司

5 鈴木 史郎 )( ﾌｫﾚｽﾄ      11

4 宝川 法彦 )( 名細         10

3 酒井 亮知 )( ﾌｫﾚｽﾄ      9

2 林 利明 )( 個人         8

1 須賀 賢司 )( 名細         7

17 関谷 勝巳 )( HKｸﾗﾌﾞ     34 堀口 孝 )( 庭球塾      

16 牛澤 文孝 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  33 BYE

15 小林 征弘 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    32 益城 泰雄 )( 名細    

14 安藤 昌裕 )( 名細    31 水谷 隆 )( あさき        

13 浅見 一広 )( KTC会      30 新井 邦夫 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

12 岸田 秀一 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  29 田原 洋一 )( 庭球塾      

11 横田 二也 )( 個人         28 佐藤 謙司 )( 個人         

10 浜口 倶光 )( 名細         27 利根川 武志 )( 個人         

9 松本 猛 )( 遊乗会      26 中鉢 恵一 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

8 福岡 誠一郎 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  25 亀田 一意 )( 名細    

7 都築 良三 )( 名細         24 加藤 文彦 )( 遊乗会      

6 加村 敏 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  23 大石 佳秀 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

5 小池 精一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    22 安達 真也 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    

4 西留 清比古 )( 霞ケ関      21 植田 淳一 )( 庭球塾      

3 鈴木 光夫 )( 庭球塾      20 澤田 一成 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

2 田所 重雄 )( 個人         19 細谷 修次 )( PTC         

壮年男子シングルス（55歳以上）

1 福田 和彦 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  18 山原 雅人 )( 個人         

【シード順位】
1 福田 2 堀口 3 浜口 4 亀田 5 松本 6 中鉢 7 関谷 8 山原

※抽選は、3～4、5～8

【シード順位】
1 須賀 2 大西 3 北口 4 竹澤

※抽選は、3～4
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稲葉 実 鈴木 匠
原田 三津也 中東 拓

新井 友昭
田中 一成

芦田 和丈 　 　 河村 正和
竹内 和巳 山崎 重則

関 和広 　 原 康之
中村 淳夫 柳澤 則在

木村 聡 　 　 高谷 真
久慈 一英 小島 英夫

関根 義和 　 八谷 美一
福田 守 小黒 貫太

　 　

　

飯野 貴浩 )( 遊乗会      須田 和男
仙波 嘉紀 )( ラピス       江黒 宗大

小峰 直 　 羽入田 浩司 )( 名細         

高橋 進 上原 浩路 )( あさき       

瀬沼 新一
高松 眞人

鬼久保 平 )( HKクラブ   　 　 畠山 茂樹
並木 克則 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  増田 豊

佐々木 正弘 　 井上 晋
飯野 裕 原山 真哉

佐々木 儀央 　 　 飯野 貴広
加藤 正浩 鈴岡 丈明

横田 二也 　 笠巻 和幸
塚本 晃司 西丸 民生

鈴木 健一
川村 晃司

大高 裕行 　 篠原 勇
加藤 和昭 　 勝屋 宏一

　 　 　

 
　  

壮年男子ダブルス(45歳以上)

1 )( 庭球塾      17 )( 市役所      

2 BYE 18 )( PTC         

3 )( PTC         19 )( 個人         

4 )( 石井TA     20 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

5 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  21 )( HKｸﾗﾌﾞ     

6 )( 個人         22 )( 三芳野      

7 BYE 23 BYE

8 24 )( 遊乗会      

9 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  25

10 BYE 26 )( コナミ        

11 27 )( 個人         

12 )( 個人         28 )( 霞ヶ関      

13 )( PTC         29 )( 個人         

14 )( 個人         30 )( 石井TA     

15 )( 個人         31 BYE

16 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ    32 )( PTC         

【シード順位】

1 稲葉・原田 2 篠原・勝屋 3 須田・江黒 4 小峰・高橋

5 大高・加藤 6 羽入田・上原 7 飯野・仙波 8 鈴木・中東

※抽選は、3～4、5～8
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川崎 勝七 田口 信昭
小ノ澤 克彦 中鉢 恵一

桑野 勝巳 水谷 隆
鴨下 健 大庭 茂樹

西川 勝行 北垣 克己
松本 晋治 狩野 正人

田家 達也 小林 征弘
近藤 光也 安達 真也

浅見 一広 石井 志郎
河野 康雄 細井 猛夫

合田 一雄 黒須 晴美 )( 名細        

堀口 孝 新井 徹 )( 庭球塾    

秋谷 三四八 小池 精一 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

木月 登志夫 松本 秀明 )( 庭球塾    

早川 利明 仲川 和広
清水 廣道 羽鳥 圭介

福田 和彦 前野 一美
澤田 一成 宮原 豊

須藤 亨 )( 霞ヶ関      石井 康義
池上 雅人 )( 名細        田原 洋一

松本 猛 )( 遊乗会     加村 敏
山原 雅人 )( 個人        新井 邦夫

関谷 勝巳 )( HKｸﾗﾌﾞ    赤藤 修司 )( サノフィ    

三島 章 )( 庭球塾     高橋 茂 )( 遊乗会    

宮﨑 恒雄 山脇 良二
須賀 賢司 森屋 国男

武藤 廣志
酒井 亮知

平野 徹 )( 霞ヶ関      島垣 純
山崎 巧 )( 遊乗会     有賀 耕司

【シード順位】

1 宮﨑・須賀    2 島垣･有賀

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

2 )( ﾌｫﾚｽﾄ     

3 5

1 )( 名細        4 )( 名細        

壮年男子ダブルス(65歳以上)

12 24

)( 名細        

10 22 )( 庭球塾    

11 23 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

19

8 )( 名細        20

9 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 21

)( 庭球塾    

5 )( KTC会     17 )( ラピス      

6 )( 庭球塾     18

7 )( 庭球塾     

3 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 15 )( 庭球塾    

4 )( あさき       16 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  

壮年男子ダブルス (５５歳以上）

1 )( 霞ヶ関      13 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

2 )( 庭球塾     14 )( あさき      

【シード順位】
1 川崎・小ノ澤 2 赤藤・高橋 3 秋谷・木月 4 黒須・新井
5 田口・中鉢 6 関谷・三島 7 合田・堀口 8 小池・松本

※抽選は、3～4  5～8
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古市 祐美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 中村　優子
児島 壽子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   高木　浩子

山口 珠映 柳川 幸江
権田 香織 矢作 明子

中田 裕子 )( HKｸﾗﾌﾞ    細谷 典子
森屋 卓子 )( 遊乗会     手塚 礼子

諸田 浩子 宮原 千恵子
早津 美智世 鈴木 和子

富松 寿恵 有水 恵美
窪谷 佳子 柴崎 留美子

渡邊 美知子 橋場 泰子
本橋 咲子 野原 智子

上田 志保 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 小俣 寛子 )( ラピス       

田中 広子 )( 個人        興良 由紀子 )( 個人        

平田 真弓 高野 春美
森谷 美由㐂 水越 由美子

高橋 和賀子 小林 弘美
金子 潤子 長岐 美智子

林 恵美 伊藤 美恵子
八木田 由紀 細谷 悦子

粕谷 洋子 福田 佳子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

村上 廣子 松津 京子 )( 遊乗会     

今尾 幸子 )( サノフィ    高橋 泰子 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    

原田 晶子 )( 霞ヶ関      藤岡 まゆみ )( 名細        

足立 千明 内田 典子
栗原 裕子 鈴木 眞弓

高橋 和子 藤本 澄子 
江面 しげる 広田 幸子

山口 孝子 前川 園枝 )( 遊乗会     

川嶋 ちはる 谷津 徳美 )( ラピス       

塩野 幸恵子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    

佐々木 ゆり )( 遊乗会     片岡 美千子 )( あさき       

壮年女子ダブルス(45歳以上)

1 17 )( 遊乗会     

2 )( あさき       18 )( 個人        

3 19 )( あさき       

4 )( あさき       20 )( 名細        

5 )( 遊乗会     21 )( ﾗﾌﾞｵ-ﾙ    

6 )( ラピス       22 )( ラピス       

7 23

8 )( あさき       24 )( あさき       

9 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 25 )( あさき       

10 )( あさき       26 )( 個人        

11 )( 名細        27

12 28

13 )( あさき       29 )( あさき       

14 )( HKｸﾗﾌﾞ    30 )( HKｸﾗﾌﾞ    

15 )( ラピス       31

16 32

【シ－ド順位】

1 古市・児島　2 千葉・片岡　3 高野・水越　4 高橋・金子

5 塩野・佐々木　6 中村・高木　7 小林・長岐　8 平田・森

　※抽選は、3〜4、5〜8
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佐伯 映子 大美賀 由季子 )( あさき      

熊田 信子 小原 喜代美 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 

小野口 弘子
長𠮷 厚子

屋野 弘子 )( 名細        上川 和子
山脇 澄江 )( あさき      志々目 訓子

日吉 れい子 林 登茂子
岡田上 妙子 佐藤 幸子

荒木 千可子 柴田 孝子
関谷 準子 須崎 喜久江

山崎 祥子 足立 京子 )( Poco       

山田 明美 岩間 とみ枝 )( 遊乗会    

若杉 克代 中岡 幸子
皆川 浩子 荒川 妙子

有川 一子 鉾立 和子 )( 名細        

有賀 嘉代子 大橋 幸子 )( Poco       

山崎 裕見子 菊池 聡子
山内 圭子 池田 加代子

美代川 真弓 )( 名細        山川 フナミ )( 霞ヶ関     

山口 陽子 )( 遊乗会    羽生田 美津枝 )( HKｸﾗﾌﾞ   

斉藤 美恵子
阿部 慶子

若菜 陽子 青木 佐智子
林 慶子 若松 みつ恵

壮年女子ダブルス(55歳以上)

1 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 13

2 )( 遊乗会    14 BYE

3 15 )( 個人        

4 )( 霞ヶ関     16 )( あさき      

5 )( ラピス      17 )( ラピス      

6 )( 個人        18

7 )( HKｸﾗﾌﾞ   19 )( 霞ヶ関     

8 )( Poco       20

9 )( あさき      21 )( あさき      

10 22

11 BYE 23 )( ﾌｫﾚｽﾄ     

12 )( あさき      24 )( 遊乗会    

【シ－ド順位】

1 佐伯・熊田　2 青木・若松　3 足立・岩間　4 若杉・皆川

5 大美賀・小原　6 山崎・山田　7 中岡・荒川　8 若菜・林

　※抽選は、3〜4、5～8

壮年女子シングルス(４５歳以上)

1 山川 フナミ )( 霞ヶ関     5 高木 浩子 )( 遊乗会    

2 BYE 6 細谷 悦子 )( 個人        

植松 智美 )( 個人        

3 伊藤 美恵子 )( 個人        7 島田 玲子 )( 石井ＴＡ   

【ｼｰﾄﾞ順位】

1 山川フナミ  2 植松智美

4 安達 美智子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ  8
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[中学生男子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 斉藤 成哉 )( 石井TA        

2 小川 翼 )( リトルプリンス 

3 玉柳 愛翔 )( リトルプリンス 

4 長澤 翔斗 )( リトルプリンス 

5 中川 匠太郎 )( リトルプリンス 

6 駒井 晴人 )( リトルプリンス 

7 仲村 透和 )( リトルプリンス 

8 小原 慧也 )( 霞ヶ関          

9 中村 一紀 )( リトルプリンス 

10 深田 翔永 )( リトルプリンス 

11 林 蓮太郎 )( 個人            

[中学生女子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 大久保 まこ )( 個人            

2 久我  実々 )( 石井TA        

3 仙波 瑚希未 )( フォレスト      

4 江原 来桃 )( 個人            

5 日向 美優 )( フォレスト      
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[小学生男子競技の部]

※コンソレーションは、当日希望者のみ行います。

1 田谷 陸仁 )( 個人            

2 三島 昂起 )( 個人            

3 広見 海 )( リトルプリンス 

4 羽生田 琉碧 )( HKクラブ      

5 林 駿太郎 )( 個人            

6 田谷 類仁 )( 個人            

7 杉浦 泰斗 )( リトルプリンス 

8 江原 叶碧 )( 個人            

9 吉田 圭太 )( 個人            

10 三田 悠里 )( リトルプリンス 

[　小学生女子競技の部　]

氏名 所属 1 2 3

(リトルプリンス)

順位

1 藤澤 秋桜里 (リトルプリンス)

3 井上 心結 (リトルプリンス)

2 山田 愛理
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[　小学生初心者の部　]

※初心者の部は、欠席等により組み合わせが変更になる場合があります。その際は、大会運営本部の指示に

　従ってください。　

(コンソレーション) (本戦)

1 近藤 梨世 )( フォレスト      

2 新井 綾太 )( リトルプリンス 

A
3 並木 心音 )( リトルプリンス 

4 太田 夏鈴 )( 霞ヶ関          

5 神谷 菜月 )( 個人            

6 並木 希颯 )( リトルプリンス 

B
7 羽生田 杏 )( HKクラブ      

8 鹿野  智史 )( リトルプリンス 

9 塚原 乾生 )( フォレスト      

10 小島 颯空 )( リトルプリンス 

C
11 小笠原 崚真 )( リトルプリンス 

12 押方 砂穂 )( フォレスト      

13 石田 龍晟 )( 石井TA        

14 秋元 涼 )( リトルプリンス 

D
15 高橋 亮太 )( フォレスト      

16 冨島 大 )( リトルプリンス 

17 中川 恵善 )( 個人            

18 冨島 元 )( リトルプリンス 

E
19 並木 牽人 )( リトルプリンス 

20 井上 和真 )( リトルプリンス 
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)(                    

)(                    

)(                    

)(                    

F 氏名 所属

21 平野 匠悟 )( フォレスト      

21 22 23 順位

)( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ     

22 小澤 美波 )( 個人　          

23 岸野 央明

氏名 所属 順位

)(                    

)(                    

氏名 所属 順位

)(                    

)(                    

)(                    
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