
期　　　日：平成28年5月5日（祝）、7日（土）  予備日　14（土）、21日（土）

会　　　場：上平公園テニスコート

主　　　催：上尾市テニス協会

大会会長：前島　暁

レフェリー：沼里健司、大吉哲郎、春日陽子、須賀富士男、安藤洋之

協力クラブ：リンテック、ＲＩＳＥ

試合形式：①１セットマッチ（6ゲーム先取、ノーアドバンテージ）

　　　　 　　 ②審判はセルフジャッジ（ロービングアンパイア方式）

　　　　　　  ③ウォームアップはサービス4本のみ

　　　　　　  ④セットブレイク方式

　　　　　　  ⑤その他はＪＴＡルールブック２０16に準じる

試　合　球：ダンロップフォートイエロー（親善試合はセットボール）

諸　注　意：①雨天の場合も会場で指示を受けること。（公園事務所にはTELしないこと）

　　　　　　　②勝者は結果とボールを本部に届けること

問合せ先：上尾市テニス協会事務局　　　安藤　　TEL：781-5354(但し、10：00～23：00）

集合時間　　下記タイムテーブル参照

種目 日付＼時刻 11:00

5月5日(祝）

5月7日(土） 5/5残り

女子 5月7日(土）

男子シングルス３５歳未満

9 鈴木　統真 (ＣＡＬＬ)

10 森下　晃一 (上尾セントラル)

11 新　修典 (ＵＤトラックス)

12 菅野　晃弘 (一発屋)

13 坂本　将史 (APS)

上尾市テニス協会

1 大隅　広貴 (tennis babo)

2 伊吹  隆 (ＵＤトラックス)

永島　圭祐 (上尾セントラル)

4 岡村　翔太 (C．ＡＣＴＡＳ)

8 柳澤　迎輝 (APS)

5 茂木　大輔 (ＭＴＣ)

6

7 千代田　均 (ＪＵＴＣ)

西郷　恭平 (上尾セントラル)

3

14 (tennis babo)佐藤　敏志

35歳未満

55歳以上

15 (上尾セントラル)岡　達也

16 (一発屋)岩崎　大樹

※初戦敗者で希望者同士の親善試合を実施します。希望者は本部へ申し込む事

60歳以上

全員

第10回年齢別シングルステニス大会仮ドロー

※注意事項
大会当日は駐車場の混雑が
予想されますが障害者用駐
車スペース及び白線表示の
駐車スペース以外の場所に
は駐車しないでください。な
お、Ｃコート南西の第２駐車
場も利用できます。

9:30

男子

8:45

35歳以上、45歳以上



平成28年5月5日（休）  

男子シングルス３５歳以上

男子シングルス４５歳以上

23 (ぶっきーず)柳沢　絋平

24 (上尾セントラル)久保西　真人

21 (一発屋)多鹿　大輔

22 (上尾マーベ会)山崎　博

19 (上尾セントラル)岩崎　賢太郎

20 (プリンス)稲垣　慎吾

17 (tennis babo)坂口　剛

18 (タダノ)生藤　一也

15 (ＣＡＬＬ)犬木　康夫

16 (メリテニ)田野　哲也

13 (上尾セントラル)岩崎　純平

14 (C．ＡＣＴＡＳ)三島　宏典

11 榊　要介 (APS)

12 宮崎　弘行 (DROP-S)

9 矢吹　地 (上尾セントラル)

10 高見澤　圭 (tennis babo)

7 井上　広太 (メリテニ)

8 山崎　智 (ＲＩＳＥ)

5 渡辺　直也 (tennis babo)

6 玉造　秋彦 (上尾マーベ会)

3 高橋　健久 (ＭＴＣ)

4 浅野　義之 (C．ＡＣＴＡＳ)

1 前田　純一 (上尾セントラル)

2 小嶋　正憲 (ぶっきーず)

1 寺元　学 (上尾セントラル) 16 佐藤　学 (チーム・ビター)

2 星野　貴男 (ＵＤトラックス) 17 昆　祐浩 (メリテニ)

3 森　達也 (C．ＡＣＴＡＳ) 18 今道　清盛 (大石ＴＣ)

4 國吉　正視 (テニスランド上尾) 19 清水　孝紀 (上尾マーベ会)

5 小栗　俊之 (ＪＵＴＣ) 20 以後崎　智 (C．ＡＣＴＡＳ)

6 本村　健治 (ＨＰＳＰ) 21 塚本　勝秀 (リンテックＴ/Ｃ)

7 川中　淳 (かべうちＴＣ) 22 山本　辰彦 (ＵＤトラックス)

8 矢代　淳 (上尾セントラル) 23 赤井　昭二 (上尾セントラル)

9 小松　正博 (てにすびより) 24 堀　昌彦 (テニスランド上尾)

10 北山　陽一 (テニスランド上尾) 25 古市　法雄 (ＲＩＳＥ)

11 山田　幸信 (メリテニ) 26 佐藤　徹 (ＭＴＣ)

12 戸谷　淳一郎 (上尾マーベ会) 27 吉田　一之 (DROP-S)

13 高橋　竜治 (tennis babo) 28 木村　雅晴 (C．ＡＣＴＡＳ)

14 本宮　晴哉 (リンテックＴ/Ｃ) 29 瀬野　逸呂 (上尾セントラル)

15 秋山　安彦 (C．ＡＣＴＡＳ) 30 岩崎　栄司 (上尾ＴＣ)

31 藤村　伸一 (テニスランド上尾)



平成28年5月7日（土曜日）  

男子シングルス５５歳以上

男子シングルス６０歳以上

1 藤波　明男 (上尾セントラル)

2 渡邊　泰州 (ＵＤトラックス)

3 坂井　克浩 (チェリー)

4 水野　淳司 (アーバン)

5 石田　隆 (C．ＡＣＴＡＳ)

6 相沢　英二 (リンテックＴ/Ｃ)

7 八津尾　正之 (ＪＵＴＣ)

8 小栗　章弘 (上尾セントラル)

9 荒井　初雄 (ニーケ)

10

12

14

(上尾セントラル)西郷　義人

11 (エフォーツ)岩崎　光幸

(ＪＵＴＣ)冨田　克実

13 (アーバン)上條　正

(アーバン)安久沢　良一

(ＵＤトラックス)竹野　豊信

15 (C．ＡＣＴＡＳ)高橋　正人

18 (上尾ゴーロク)八重田　伸一

16 (リンテックＴ/Ｃ)平瀬　博

17

1 高田　治之 (C．ＡＣＴＡＳ) 12 前田　聡 (ＵＤトラックス)

2 大吉　哲郎 (アーバン) 13 斎藤　稔 (C．ＡＣＴＡＳ)

3 内田　宗司 (上尾ＴＣ) 14 和田　忠 (ニーケ)

4 宮村　幹夫 (ＵＤトラックス) 15 若月　啓宣 (大石ＴＣ)

5 関根　新市 (プリンス) 16 沼里　健司 (上尾ＴＣ)

6 羽田　均 (ＡＭＯＳ) 17 西条　善博 (上尾セントラル)

7 井原　美佐雄 (大石ＴＣ) 18 畑　克昌 (アーバン)

8 村木　宏悦 (テニスランド上尾) 19 醍醐　博行 (ステッピー)

21 渡部　秀教 (上尾ＴＣ)

9 碓井　勝男 (上尾ＴＣ) 20

11 須賀　富士男 (エーティー)

鬼原　邦男 (ＵＤトラックス)

10 下田　光治郎 (DROP-S)



平成28年5月7日（土曜日） 

女子シングルス４０歳未満

女子シングルス４０歳以上

女子シングルス５０歳以上

5 堀江　亜衣 (上尾セントラル)

6 畠山　由美子 (Ｆテニス)

3 柏倉　麗子 (tennis babo)

4 清水　友香 (上尾マーベ会)

1 小野田　愛子 (上尾ＴＣ)

2 相良　祐子 (エーティー)

1 遠山　真由美 (ＭＴＣ)

2 西村　幸代 (tennis babo)

3 臼井　真紀子 (C．ＡＣＴＡＳ)

4 島本　千恵美 (チェリー)

5 佐藤  久美 (tennis babo)

6 岩崎　直美 (エフォーツ)

1 藤間　眞貴 (上尾セントラル)

2 若月　由美子 (大石ＴＣ)

3 野島　千鶴 (C．ＡＣＴＡＳ)

4 畑　登美子 (アーバン)

5 水野　昌子 (アーバン)

6 野本　治美 (上尾セントラル)

7 塩崎　優子 (ラブオール)

8 佐藤　裕子 (エーティー)


