第87回上尾市テニス大会
上尾市テニス協会
１．期

日： 2018年3月18日(日) 男子ダブルスA、B 女子ダブルスA 予備日 3月25日(日) 3月31日(土)
2015年3月24日(土) 男子ダブルスC、女子ダブルスB、C 予備日 3月25日(日) 3月31日(土)

２．会
場：
３．主
催：
４．大会会長 ：
５．レフリー ：
６．協力クラブ ：
７．試合形式 ：

８．試 合 球 ：
９．諸 注 意 ：

10．問合せ先 ：

上平公園テニスコート
上尾市テニス協会
丸 行弘
前島 暁、丸 行弘、大吉 哲郎 、輿石 芳江
3月18日（日） ステッピー
3月24日（土） ラブオール
①1セットマッチ（6-6オール、タイブレイク）
②セルフジャッジ（ロービングアンパイア方式）
③その他はJTAルールブック2017に準ずる
④ウォームアップはサービス4本のみ
ダンロップ
①タイムテーブルの案内時間までに受付を終了すること
②雨天の場合も会場で指示を受けること
（公園事務所にTELしないこと）
③勝者は結果とボールを本部に届けること
上尾市テニス協会のホームページ 『お問い合わせはこちら』 から

タイムテーブル
日付＼時間
3月18日（日）
3月24日（土）

8:45
男子A全員
男子Ｃ全員

女子Ａ全員
女子Ｂ全員

10:00
男子B全員
女子C全員

女子ダブルスA

2018/3/18

新井 恵美・鈴木 理恵(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ・ｱｰｸｽ) 1

17 小野田 愛子・古川 さやか(上尾TC)

bye・bye

2

18 中山 玲子・中村 まり(ﾁｪﾘｰ)

荒垣 裕子・塚越 由美子(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

3

19 平久 綾子・高橋 紀代子(ﾒﾘﾃﾆ・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

田野 千穂・井上 真美子(ﾒﾘﾃﾆ)

4

20 長塩 里美・西村 幸代(tennis babo)

千喜良 美里・大山 恵美子(ｱｰｸｽ)

5

21 中村 春美・宮川 明子(一発屋)

猪島 洋子・柳川 由香里(ＡＴ)

6

22 川口 礼子・河井 佳代(ｴﾌｫｰﾂ)

正垣 広子・河原 麗子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

7

23 小川 幸子・鬼久保 清恵(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

六本木 裕美・井村 千香代(一発屋・大阪屋) 8

24 永島 美穂・高橋 久榮(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ・ｱｰｸｽ)

畠山 由美子・伊沢 由紀子(Ｆﾃﾆｽ)

9

25 飯村 純子・佐々木 ゆかり(ﾒﾘﾃﾆ)

川和 昌美・飯田 香織(ﾌﾟﾘﾝｽＴＣ・TBJ)

10

26 桑野 愛子・鷲林 澄子(一発屋)

島本 千恵美・染本 澄代(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

11

27 高部 しのぶ・山本 佳子(ＡＴ)

須藤 優子・手島 和歌子(一発屋)

12

28 宮坂 直子・松野 祐子(ﾌﾟﾘﾝｽＴＣ)

友澤 久美子・佐々木 由美(ﾒﾘﾃﾆ)

13

29 土本 久美子・中村 代志子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

船戸 秀子・上石 真弓(ｽﾃｯﾋﾟｰ)

14

30 和田 賀美・橋詰 友美( clover・ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

田中 佐智子・小松 道子(C.ACTAS)

15

31 bye・bye

堀江 亜衣・堀江 真帆(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

16

32 山本 美奈子・川崎 民江(大阪屋)

男子ダブルスA
新井 伸吾・松延 健一(ｾﾌﾞﾝｶﾗｰｽﾞ)

1

2018/3/18
13 畠山 秀和・菅野 晃弘(一発屋)

bye・bye 2

14 bye・bye

西川 健二・田中 宗二(ｽﾃｯﾋﾟｰ)

3

15 杉浦 貴志・清水 昭彦(ﾌﾟﾘﾝｽＴＣ)

松崎 敏志・黒須 正樹(tennis babo)

4

16 内山 利昭・藤田 志具麻(tennis babo)

多鹿 大輔・興澤 正則(一発屋)

5

17 岡崎 健策・細谷 秀行(ｽﾃｯﾋﾟｰ)

井上 広太・高橋 啓介(ﾒﾘﾃﾆ)

6

18 村山 裕幸・村山 瑠惟(ｴﾌｫｰﾂ)

中橋 直隆・及川 大輔(C.ACTAS)

7

19 福屋 賢・佐藤 周平(ＡＴ・C.ACTAS)

bye・bye 8

20 石川 剛・米田 敦弥 (ﾁｰﾑｺﾞｴ)

矢吹 地・後藤 恭平(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

9

21 川口 拓馬・川口 悠太(ｴﾌｫｰﾂ)

斉藤 均・石川 雅司(ｴﾌｫｰﾂ)

10

22 岩崎 大樹・久保 忠(一発屋)

bye・bye 11
升井 寿・山本 達郎(ﾗﾌﾞｵｰﾙ)

23 bye・bye

12

24 寺元 学・伊藤 伸彦(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

男子ダブルスB

2018/3/18

田野 哲也・飯村 高(ﾒﾘﾃﾆ)

1

25 佐藤 智泰・久野 忠一(ｴﾌｫｰﾂ・ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ)

三島 宏典・村岡 翔太(C.ACTAS)

2

26 小和瀬 司・鈴木 聡(C.ACTAS)

永井 秀昭・河井 義則(ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ)

3

27 須賀 栄一・細谷 修次(上尾ｺﾞｰﾛｸ)

米山 寛行・宮澤 良(ぶっきーず)

4

28 船戸 信行・新井 久夫(ﾁｰﾑ･ﾋﾞﾀｰ)

bye・bye 5

29 bye・bye

前田 聡・新 修典(ＵＤ)

6

30 玉造 秋彦・松林 裕樹(上尾ﾏｰﾍﾞ会・TBJ)

渡部 秀教・若原 聡(上尾TC)

7

31 奥富 洋一・渡邉 大輔(コール)

太田 渡・川浦 高(Ｆﾃﾆｽ)

8

32 bye・bye

山田 和弘・越雲 宏明(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

9

33 碓井 勝男・沼里 健司(上尾TC)

菊池 徹・下田 光治郎(DROP-S)

10

34 小栗 俊之・馬場 英治(JUTC)

石井 秀二・小林 真人(ｱｰﾊﾞﾝ・大石TC)

11

35 神前 昭・浅野 義之(C.ACTAS)

吉田 寿一・倉持 保(ｴﾌｫｰﾂ)

12

36 浦田 友輝・上條 正(ﾁｰﾑｺﾞｴ)

桑山 剛・兼松 寛和(上尾TC)

13

37 野口 周平・高橋 靖之(大阪屋)

尾形 政徳・荻島 良夫(C.ACTAS)

14

38 佐藤 清志・前迫 誠(ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ)

八重田 伸一・内野 靖之(上尾ｺﾞｰﾛｸ・Ｆﾃﾆｽ)

15

39 園部 常雄・江面 康夫(ｺｽﾓｽ)

醍醐 博行・醍醐 一平(ｽﾃｯﾋﾟｰ)

16

40 西澤 健・堀本 淳(Ｆﾃﾆｽ)

bye・bye 17

41 bye・bye

須永 進・松橋 努(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

18

42 大野 由・須賀 富士男(ＡＴ)

衣川 健司・煤孫 俊一(ﾌﾟﾘﾝｽＴＣ)

19

43 宮村 幹夫・竹野 豊信(ＵＤ)

bye・bye 20

44 bye・bye

小島 邦広・小林 伸広(ﾗﾌﾞｵｰﾙ)

21

45 飛田 康宏・薄田 幸斉(大石TC)

以後崎 智・木太久 勉(C.ACTAS)

22

46 小嶋 正憲・柳沢 絋平(ぶっきーず)

高橋 健久・茂木 大輔(MTC)

23

47 竹村 慎治・岩倉 一秀(C.ACTAS)

荻野 浩杏・飯田 英二(TBJ)

24

48 恩田 和之・大森 渉(TBJ)

女子ダブルスＢ

2018/3/24

伊藤 紀子・志藤 万里(MTC)

1

17 吉岡 美保・沼倉 久江(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

bye・bye

2

18 bye・bye

伊勢 京子・中里 篤子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

3

19 川村 絹枝・荒井 尚子(C.ACTAS)

石川 安芸・小野 有希子(ｴﾌｫｰﾂ)

4

20 福田 葉子・那須 由美(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

石垣 玲子・手塚 幸江(C.ACTAS)

5

21 坂田 英子・八木 芳子(ｱｰﾊﾞﾝ)

江森 幸子・野崎 麻理子(JUTC)

6

22 大畠 サヨ子・戸板 かおり(大阪屋)

福原 和子・川口 真由美(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

7

23 平沼 和美・坂口 紀子(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

高橋 洋子・谷田部 美紀(大阪屋)

8

24 佐々木 千秋・戸崎 由美子(MTC)

山崎 美希子・中島 えつ子(RISE・上尾TC)

9

25 菅原 智子・秋谷 裕美子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

bye・bye

10

26 薄葉 嘉予子・福井 明子(RISE・ﾁｪﾘｰ)

広谷 徳子・吉田 志美(MTC・C.ACTAS)

11

27 森山 和子・中川 聖子( clover)

高岩 ゆみ・臼井 房子(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

12

28 大枝 文子・高橋 恭子(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ・上尾ﾏｰﾍﾞ会)

都築 正美・坂井 美代(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ・ﾁｪﾘｰ)

13

29 藤田 友紀・冨永 恵未(tennis babo)

福島 洋子・新島 豊子(上尾TC)

14

30 小林 朱美・荒井 尚子(C.ACTAS)

bye・bye

15

31 bye・bye

松本 千恵・会沢 昌代(RISE・C.ACTAS)

16

32 入江 咲希・入江 林美(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

男子ダブルスC

2018/3/24

小林 隆・斉藤 敦彦(大石TC)

1

25 犬竹 裕二・井原 美佐雄(大石TC)

bye・bye

2

26 bye・bye

松本 侑李・村松 翔(moon t.c)

3

27 金納 雅之・高橋 樹由(ﾍﾟﾘｶﾝTC)

神田 顯二・大久保 明宏(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

4

28 小山 雅裕・斉藤 哲夫(C.ACTAS)

大槻 功士・森 邦博(MTC)

5

29 川田 徹・郡山 民男(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

長井 孝司・斎藤 稔(C.ACTAS)

6

30 山崎 博・庄子 良則(上尾ﾏｰﾍﾞ会)

田中 健・西村 寿雄(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

7

31 上島 啓資・清水 末治(ｴﾌｫｰﾂ)

高橋 友之・名古屋 健児(上尾ﾏｰﾍﾞ会) 8

32 元吉 紳一・杉江 聡文(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

大吉 哲郎・安久沢 良一(ｱｰﾊﾞﾝ)

9

33 鈴木 健一・岡本 功輝(DROP-S)

石野 俊之・小島 光則(DROP-S)

10

34 須永 博・服部 有房(大石TC)

bye・bye

11

35 bye・bye

鈴木 守夫・佐藤 久夫(ｽﾀｰｽﾞ)

12

36 山崎 智・下屋敷 真佐夫(RISE・MTC)

武田 和昭・松崎 弥寿雄(上尾ｺﾞｰﾛｸ)

13

37 宮沢 盛男・岡田 真人(DROP-S)

bye・bye

14

38 bye・bye

遠山 修司・志藤 博克(MTC)

15

39 小柴 一則・宮田 繁富(ＡＴ)

松島 克己・宇佐美 忠章(DNS)

16

40 丸 和広・高田 絋幸(ﾗﾌﾞｵｰﾙ)

輿石 正実・長妻 義孝(上尾TC)

17

41 村本 信二・中島 裕康(moon t.c)

渡部 茂和・今道 清盛(大石TC)

18

42 若月 啓宣・小林 仁(大石TC・上尾TC)

田村 康明・奈良 努(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

19

43 清水 洋司・中村 正明(ｽﾀｰｽﾞ)

町谷 年昭

20

44 森田 修一・遠藤 光永(C.ACTAS)

丸林 功志・福田 和秀(moon t.c)

21

45 宮崎 渉・前澤 秀幸(LTC)

渡辺 政勝・上床 英尊(ｽﾀｰｽﾞ)

22

46 太田 義彦・進藤 久(DNS)

bye・bye

23

47 bye・bye

大野 高寛・高橋 正人(C.ACTAS)

24

48 水野 淳司・畑 克昌(ｱｰﾊﾞﾝ)

・井上 誠(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

2018/3/24

女子ダブルスＣ
今野 牧子・陶山 みち代(C.ACTAS)

1

bye・bye 2

13 深井 まゆみ・野本 治美(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)
14 bye・bye

高橋 明子・阪田 富佐子(ｱｰﾊﾞﾝ)

3

15 古屋 教子・加藤 真由美(DROP-S)

宮崎 朝未・坂本 香(DROP-S)

4

16 ラヴェル 美奈・荒井 邦子(C.ACTAS)

中塩 好美・佐藤 裕子(ＡＴ)

5

17 西條 由紀・増田 道子(あすなろ)

中畝 光代・高橋 暁子(RISE)

6

18 加東 知美・山本 裕子( clover)

7

19 藤原 久仁子・井原 順子(ｵﾘｰﾌﾞ)

大室 清子・正田 尚子(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)

bye・bye 8
北村 三奈子・杉江 かつえ(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

9

柏倉 麗子・大田原 弘美(tennis babo) 10
bye・bye 11
細渕 恵美・蓮実 邦枝( clover)

12

20 阿野 奈津美・杉浦 里佳(DROP-S)
21 竹村 尚美・岩倉 千恵(C.ACTAS)
22 渡辺 久美子・上床 たけみ(ｽﾀｰｽﾞ)
23 bye・bye
24 今井 さゆり・高砂 京子(RISE)

