
第４3 回上尾市ミックスダブルス大会ドロー（仮） 

 

日   時：平成 30 年 5 月 26 日（日）、予備日 6 月 2 日（日）  

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：丸行 弘 

レフェリー：前島 暁、大吉 哲郎、佐藤 誠 、輿石 芳江 

協力クラブ：CALL 

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その他の規則は JTA2019 ルールブックに準ずる 

＊ディサイディング・ポイントのレシーバーはサーバーと同性のプレーヤー 

(男性サービス時は男性がリターン、女性サービス時は女性がリターン） 

試 合 球：ダンロップフォートイエロー 

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） 

    相当な悪天候が予測される場合、協会 HP で延期案内を行う場合もあります 

      ②勝者は試合終了後すみやかに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ＨＰから問い合わせる（前日まで） 

※試合進行状況により初戦敗者のみ親善試合を行う可能性があります。実施する場合当日

案内しますので、該当する希望者は案内後すみやかに本部に申し込むこと 

親善試合実施の場合（試合形式は４ゲーム先取、ノーアドバンテージ、セットボール使用） 

集合時間 ドロー番号により以下時間までに受付を完了すること 

08：45 (以下のドロー番号以外すべての組）、準備終了次第試合開始 

10：00 (ドロー番号: 1,6, 11,12, 21,22, 27,32, 33,42, 43,52, 53,58, 63,64, 73,74, 79,84) 

※注意事項 

各組のドロー番号で各対戦表の記載及び呼出しを行うので、各自受付時にドロー番

号を確認・記憶して下さい。 

大会当日は駐車場の混雑が予想されます 

障害者用駐車スペース及び白線表示以外の場所には絶対に駐車しないでください 



第43回ミックスダブルス大会 (仮ドロー)
2019年5月26日(日)、予備日 6月2日(日)  上平（エントリー番号黒が8：45迄集合、赤が10時集合）

MixDoubles(以下各組の上段・下段はエントリー申請通りでかならずしも男女の順ではありません）

中橋　直隆 (C.ACTAS) 柳澤　迎輝 (一発屋)

中橋　明花 (C.ACTAS) 畠山　由美子 (Fテニス)

藤井　俊輔 (TBJ) 坂本　将史 (D-Shot)

三ツ橋　亜季子 (TBJ) 坂本　香 (D-Shot)

遠藤　幸男 (チームゴエ) 磯　宏之 (テニスランド)

遠藤　忍 (チームゴエ) 荒垣　裕子 (テニスランド)

中村　匡希 (大石TC) 石川　雅司 (エフォーツ)

立石　敦美 (大石TCA) 石川　安芸 (エフォーツ)

久保　忠 (一発屋) 山中　祐司 (メリテニ)

久保　美香 (一発屋) 平久　綾子 (メリテニ)

若山　松美 (大阪屋) 星野　貴男 (UD)

迫田　宗達 (TL上尾) 能重　佐和子 (W-WING)

元吉　紳一 (上尾セントラル) 佐藤　久夫 (スターズ)

都築　正美 (上尾セントラル) 谷口　美地子 (スターズ)

石垣　貴広 (clover) 小栗　章弘 (上尾セントラル)

石垣　玲子 (C.ACTAS) 青柳　美紀 (上尾グリーン)

中村　正明 (スターズ) 吉岡　孝洋 (テニスランド)

中村　さおり (スターズ) 吉岡　美保 (テニスランド)

山崎　智 (RISE) 渋井　耕平 (ステッピー)

黒沢　幾代 (テニスランド) 宮原　美奈子 (大阪屋)

清水　昭彦 (プリンスTC) 田中　陽介 (上尾セントラル)

関口　房代 (プリンスTC) 堀江　真帆 (上尾セントラル)

川口　拓馬 (エフォーツ) 小林　栄二 (チーム・ビター)

古橋　佑夏 (ペアーズ) 源川　久美子 (チーム・ビター)

堀江　昌治 (上尾セントラル) 須永　博 (大石TC)

堀江　浩子 (上尾セントラル) 滝口　八重子 (大石TCA)

須賀　富士男 (AT) 角田　昌宏 (RISE)

広谷　徳子 (MTC) 高橋　暁子 (RISE)

船戸　信行 (チーム・ビター) 高橋　健久 (MTC)

船戸　秀子 (ステッピー) 志藤　万里 (MTC)

下屋敷　真佐夫 (MTC) 小巻　岳彦 (C.ACTAS)

諏訪　薫 (テニスランド) 小松　道子 (C.ACTAS)

中野　純一 (C.ACTAS) 藤田　光一郎 (テニテニ)

貝瀬　愛子 (C.ACTAS) 関　智子 (C.ACTAS)

田野　哲也 (メリテニ) 田中宗二 (ステッピー)

田野　千穂 (メリテニ) 柴田多鶴子 (ステッピー)

兼松　寛和 (上尾TC) 相馬　巨 (clover)

兼松　由美 (上尾TC) 大藤　裕子 (clover)

中溝　英明 (チーム・ビター) 高橋　靖之 (大阪屋)

中溝　孝子 (チーム・ビター) 高橋　洋子 (大阪屋)

上條　正 (アーバン) 宮坂　広毅 (プリンスTC)

川崎　民江 (大阪屋) 宮坂　直子 (プリンスTC)

畠山　秀和 (一発屋) 山本　侑履 (大阪屋)

柳澤　光子 (一発屋) 山本　美奈子 (大阪屋)

渡邉　大輔 (CALL) 荻野　嘉昭 (D-Shot)

石橋　由江 (CALL) 宮崎　朝未 (D-Shot)

サベット　メヘラン (上尾セントラル) 林　俊幸 (MTC)

高橋　紀代子 (上尾セントラル) 遠山　真由美 (MTC)

脇本　雄介 (D-Shot) 川嶋　進司 (CALL)

森　亜矢子 (D-Shot) 漆間　環 (CALL)

若月　啓宣 (大石TCA) 杉江　茂彦 (チーム・ビター)

青木　広子 (大石TCA) 杉江　尚子 (チーム・ビター)

上床　英尊 (スターズ) 以後崎　智 (C.ACTAS)

上床　たけみ (スターズ) 陶山　みち代 (C.ACTAS)

清水　光江 (上尾セントラル) 村木　宏悦 (テニスランド)

矢吹　地 (上尾セントラル) 和田　賀美 (clover)

石山　舞 (グッドラック) 飯田　幹 (上尾セントラル)

石山　裕一 (グッドラック) 飯田　真紀 (上尾セントラル)

ﾗｳﾞｪﾙ ｼﾞｪｰﾑｽ　ｵｰﾈｯﾄ　将 (C.ACTAS) 井原　優一 (オリーブ)

高橋　さちみ (C.ACTAS) 井原　順子 (オリーブ)

小柳　保大 (テニテニ) 小林　伸広 (ラブオール)

石川　ゆう子 (テニテニ) 酒井　恵美 (ラブオール)

岡崎　健策 (ステッピー) 細矢　秀行 (ステッピー)

春日　陽子 (大阪屋) 橋詰　友美 (テニスランド)

野口　周平 (大阪屋) 井上　正行 (大石TC)

谷田部　美紀 (大阪屋) 松島　佳代子 (大石TCA)

蛭間　浩二 (AT) 神前　昭 (C.ACTAS)

蛭間　千賀子 (AT) 田島　聖子 (C.ACTAS)

加東　貴司 (clover) 福屋　賢 (AT)

加東　知美 (clover) 井手　真希子 (AT)

楠田　明子 (チーム・ビター) 遠山　修司 (MTC)

楠田　孝明 (チーム・ビター) 松本　千恵 (RISE)

山中　誠 (7tennis) 大枝　晋治 (テニスランド)

堀川　由香里 (7tennis) 大枝　文子 (テニスランド)

海老原　小春 (上尾セントラル) 赤井　昭二 (上尾セントラル)

飯野　雄策 (上尾セントラル) 赤井　有子 (上尾グリーン)

池田　一之 (テニスランド) 白石　純子　　 (TL上尾)

戸井田　由美子 (テニスランド) 柳田　功治 (TL上尾)

小林　真人 (大石TC) 渡辺　政勝 (スターズ)

小林　恵美 (上尾グリーン) 渡辺　久美子 (スターズ)

斉藤　哲夫 (C.ACTAS) 新島　淳一 (上尾TC)

ラヴェル　美奈 (C.ACTAS) 新島　豊子 (上尾TC)

飯村　高 (メリテニ) 横田　智 (一発屋)

佐々木　ゆかり (メリテニ) 六本木　裕美 (一発屋)
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