
・期　　　日： 2023年4月2日（日曜）　男子団体戦1部、女子団体戦1部

※2日中に終了しない場合は、4日8日又は予備日に残り試合を行なう予定です。

2023年4月8日（土曜）　女子団体戦　2部　　　＊8日中に終了しない場合は、15日又は予備日に残り試合を行う予定です。

2023年4月15日（土曜）　男子団体戦　2部　3部　　＊15日中に終了しない場合は、予備日に残り試合を行う予定です。

予備日　４月22日、4月23日、5月20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、須賀富士男、 坂井美代、岡田早苗、平田由香　

・協力ｸﾗﾌﾞ： SEVEn colorS、ミストラル、clover　（担当理事、協力クラブの方は8：00に集合お願いします。）

・試合方式： ①３ポイント対抗戦（D-1、D-2、D-3　の順）

＊予選の初戦のみ３ポイント実施、以降は２ポイント先取で試合打切り。

②１セットマッチ（６ゲーム先取）、ノーアドバンテージ、セットブレーク方式。

③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JTAルールブック2022に準ずる

・試　合　球： ダンロップフォート（２セットチェンジ）

＊初戦及び１位トーナメントはニューボール、２～４位トーナメントはセットボール使用。

・諸　注　意：

②対戦するメンバーは対戦前に各チーム6人紹介して挨拶する事。　ＲＥＴ、ＤＥＦした選手は以降の試合には出場できない。

③試合終了が長引いた場合は、ナイタイーを使用して行います。

④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）

⑤コロナ感染予防対策に従い各自で留意すること。また待機中、観戦時のマスク着用は個人の判断とする。

　　待機中のクラブハウスの使用は原則禁止とさせていただきます。

⑥本戦各トーナメントの成績上位チームには賞品がありますので、本部にて確認して下さい。

⑦タイムテーブルの案内時間までに受付を終了して下さい（各チーム6人以上揃っている事）。

・集　　　合：

＊各クラブ及びサークルのリーダーは参加費を添えて受付して下さい。

※　男子２部は参加多数のため、２部と３部に分けました。 

※　雨天等で全日程が延期の場合のみ２名まで申込登録外のメンバーを認めています。（協会登録済者）

※　クラブ対抗戦は参加数も多く1対戦も時間がかかる為、残り試合がでた場合次の予定日又は予備日に行う事もあります。

※　大会当日ペーパーレス推進の為ドロー表の配布は中止しています。各自でコピーしてくるか、ＨＰを参照して下さい。

※　大会の実施スケジュールについては、急な変更・案内もあるので随時協会ＨＰを確認して下さい。

①試合当日欠員がでた場合で4名、5名での参加であれば親善試合として参加可能とし、各対戦0－2の負けとして予選と本戦まで行う。

※　今大会結果で男女 1部下位 2チームと 2部の上位 2チーム及び男子2部下位2チームと3部上位2チームは翌年大会で入れ替えと なる。

第40回 クラブ対抗戦（仮）ドロー
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2023年 3月 24日
上尾市テニス協会

※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。
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男子出場者名簿 リーダー
1 TBJ 飯田　英二 恩田　和之 大森　渉 金子　昌行 今村　匡克 藤井　俊輔 牧島　隆 脇田　英明 原田　泰 花房　政紀 伊藤　鴻佑 高野　雄平

2 SEVEn colorS 平田　慎一 松井　純太 新井　伸吾 仲平　浩保 長竹　保和 小平　貴章 松延　健一 小林　弘明 長竹　理壱 長竹　修佑 田口　圭(上尾セントラル）

3 一発屋 久保　忠 横田　智 谷川　睦 岩崎　大樹 藤木　良明 千代田　範人 谷　英樹 菅野　晃弘 茂木　慶喜 與澤　正則 畠山　秀和 瀬戸川　勲

4 ＹＣＴ 八幡　正人 唐沢　直之 西垣　博一 樋口　経太 井口　昌之 関根　時男 石橋　俊朗 下河辺　啓吉 井口　弘之 田中　幸和 高頭　秀和 佐藤　学

5 上尾セントラル－C 齊藤　一矢 後藤　恭平 野澤　孝之 矢吹　地 飯田　幹 森下　晃一 小栗　章弘

6 ＡＴ 福屋　賢 佐藤　賢一 佐藤　哲也 永田　智久 五百住　裕久 中村　満良 山端　孝尚 黒木　翔太 渡邊　剛史 須賀　富士男 藤村　伸一(テニスランド上尾）

7 上尾セントラル－Ａ 伊藤　毅 原　正喜 嶋田　昌生 小林　稔 根岸　光一 菅野　敦 伊藤　純 大塚　宏征 田部井　健造(Club ACTAS)

8 Club ACTAS 隼 笠井　博 小住　隆宏 神前　昭 岡田　真弘 木太久　勉 福島　勉

9 上尾ＴＣ-Ｂ 兼松　寛和 桑山　剛 中村　篤志 大石　修司 梅本　淳 岩崎　栄司 渡部　秀教

10 エフォーツ 佐藤　智泰 石川　雅司 倉持　保 石山　裕一 濱崎　祐輔 宮澤　孝 白井　一男 川口　啓一 宮薗　浩樹 斉藤　均 本山　誠 佐藤　幸宏

11 Club ACTAS Phoenix 及川　大輔 馬場　翔 川口　悠太 横田　匡広 木村　颯太 山口　陽平 井ノ川　直人 齋藤　賢仁 古川　直隆

12 大石ＴＣＡ 人見　隆雄 今道　清盛 飛田　康宏 薄田　幸斉 大野　圭太 小島　勝 又木　航也 林　邦彦

13 チームビター 小林　栄二 源川　陽一 中溝　英明 福山　昭二 船戸　信行 菅野　克之 杉江　茂彦 尾沢　正章 田崎　俊次

14 LTC 塚本　勝秀 本宮　晴哉 平野　憲史 前田　有仁朗 杉木　康成 落合　輝久 岸　正臣 片岡　直樹 稲葉　義明 山本　秀和 久保　友紀 山際　康平

15 Club ACTAS Eagle 長井　孝司 斎藤　稔 森田　修一 時田　雅章 斉藤　哲夫 以後崎　智 三島　宏典

16 UDトラックス 新　修典 宮村　幹夫 渡邊　泰州 馬場　博之 森永　拓人 小島　洋佑 渡部　純 星野　貴男 前田　聡 竹野　豊信 松島　拓也 沼里　健司

17 ラブオール 長嶋　武志 岡田　一茂 小島　邦広 加藤　正之 小林　伸広 板橋　章夫 佐々木　亮 升井　寿 丸　行弘 山本　達郎 河合　義忠 小松　正博

18 テニテニ 米沢　孝治 鈴木　隆之 門馬　章記 竹松　博孝 下川　純司 小桐　誠 杉浦　剛一 一色　賢三 山下　秀夫 溝山　泰徳 伊沢　直紀 田上　一樹

19 プリンスTCP 宮坂　広毅 永岡　徹司 中村　肇 細田　幸伸 市橋　修平 関澤　哲明 松下　弘樹

20 テニスラウンジ上尾A 川崎　裕人 長谷川　和則 金崎　聖 迫田　宗達 渡邉　翔太 松井　純太 松山　敏和 中村　紳一

21 MTC 高橋　健久 遠山　修司 大槻　功士 森　邦博 佐藤　徹 矢島　洋志 下屋敷　真佐夫茂木　大輔 志藤　博克 大橋　俊文

22 上尾TC-A 山口　洋司 山口　圭一 碓井　勝男 大谷　和雄 久保田　治 中川　昭 長妻　義孝 三重野　倍幸 矢吹　藤男 小林　仁

23 大石ＴＣ 若月　啓宣 伊藤　義男 渡部　茂和 草野　勝美 須永　博 鈴木　通伸 幡野　広文 井原　美佐雄 長沼　清 高橋　邦雄 土本　清幸 犬竹　裕二(大石TCA)

24 プリンスTC 衣川　健司 平野　武 煤孫　俊一 関根　新市 柿島　孝男 江口　弘志 杉浦　貴志 船戸　重幸 清水　昭彦 稲垣　伸吾 小林　隆(大石TC)

25 JUTC 馬場　英治 八津尾　正之 冨田　克実 柴崎　保広 千代田　均 清野　秀樹 吉田　敬 持田　雅弘 長谷川　勝竜 山口　淳 平賀　毅 神林　三則

26 アーバン 大吉　哲郎 阪田　俊範 水野　淳司 畑　克昌 石井　秀二 田中　寿 上條　正 浦田　友輝

27 break back 小島　清己 永井　智宏　 濱本　弘人 穴沢　颯太 大野　圭太 岡田　篤 平野　賢一 高橋　勇人

28 上尾GTC 北村　洋之 千葉　利昭 伊澤　文雄 小舟　一広 青山　義孝 高階　毅司 西崎　泰博 今治　康彦 竹林　貞行

29 clover 石垣　貴広 青木　稔 相馬　巨 加東　貴司 菅原　康晴 増森　平 越雲　宏明(テニスランド上尾)

30 上尾56 須賀　栄一 狩野　敏幸 武田　和昭 望月　孝史 根本　賢次 内田　泰 細谷　修次 松崎　弥寿雄 武田　学

31 上尾セントラルD 関口　兼彰(上尾TC) 関口　敬行 秋本　昇一 新井　良太(上尾TC) 竹内　直也 小川　貴司 土屋　年史 阪本　憲央 寺元　学

32 スターズ 佐藤　久夫 土渕　智正 大熊　豊 末光　利治 中村　正明 上床　英尊 原口　文夫 近藤　健士 中島　裕康

33 チーム・C 長島　正治 上原　良友 中山　俊之 細田　純 加藤　光男 鈴木　信行 島田　隆 中島　正美 新井　久夫 小林　真人(大石TC)

34 大阪屋 須永　進 板尾　英明 関根　浩之 渡辺　栄二 矢島　修 安武　雅弘 高橋　靖之 野口　周平 木村　琢也 鈴木　薫

35 コスモス 園部　常雄 住吉　忠司 江面　康夫 横尾　成信 水野　修 新井　徹 星野　利夫 今井　俊朗 吉開　正彦

36 RISE 倉元　英一郎 山崎　智 角田　昌宏 西谷　孝 坂井　克浩 大槻　浩 板垣　慶太 古市　法雄 中畝　拓哉

37 上尾TC-C 大石　修司 小野田　豊 佐々木　清人 帖地　大陸 中島　康夫 下田　光治郎 丸茂　達之

38 テニスランド上尾 岡崎　克吉 奈良　努 山田　和弘 本郷　秦淳 金子　俊介 神田　顯二 山内　唯大 海野　暁洋

39 DropShot　A 岡本　功輝 小林　航也 宮澤　盛男 吉田　一之 脇本　雄介 岡田　真人 蔣　揚 添田　真

40 DropShot　B 鈴木　健一 吉留　隆幸 坂本　将史 荻野　嘉昭 小川　健治 大石　純生 堀内　衛

41 Funny Z 石崎　寧 田部　慶二 小林　明則 富樫　毅行 前嶋　武 岩崎　正博 石崎　寧 石崎　寧

42 Tennis Farmers 大山　貴弘 安達　健一 小田　清治 津久井　大輔 柳澤　迎輝 関山　廣路 關谷　昌和 原田　拓志

43 GOC 竹林　健治 木元　崇博 木原　彰駿 長島　秀太朗 風間　佑也 山崎　大輔 新井　剛

44 Fテニス 紺野　勝弥 太田　渡 川浦　高 西澤　健 深沢　晃太郎 大島　武 宮本　善史

45 angle 井原　優一 山中　誠 広山　慎吾 井田　裕介 石川　剛(チームゴエ) 米田　敦弥(チームゴエ)

46 ルネット上尾 岡﨑　健策 田中　宗二 西川　健二 土屋　史明 醍醐　博行 石毛　利幸 茅根　浩一 細矢　秀行 町田　修一 山下　茂樹 醍醐　一平

47 毎日が庭球日 森川　聡 上野　貴志 三浦　優也 田中　宏明 割栢　健史 宮崎　弘太 石井　淳一 石川　岳彦 大谷　和雄 西村　友宏 大島　新

48 上尾TC-D 杉本　一樹 今井　祐介 塚越　雄人 今野　弘貴 川村　尚弥 高山　元希 古越　諒 斉藤　宏行 古城　泰裕

49 テニスラウンジ上尾B 高木　賢二 内田　高明 澁谷　大二朗 應本　大輔 小出　邦明 加藤　孝明 横田　奨 安齋　隆弘



女子出場者名簿 リーダー

1 上尾セントラル－Ａ 堀江　亜衣 堀江　真帆 永島　美穂 海老原　小春 堤田　久美子 今成　望 坂本　明香 迫田　昌子

2 大阪屋 星組 山本　美奈子 川崎　民江 鈴木　理恵 相澤　直子 畠山　由美子 葉山　栄美子 若山　松美 生藤　美穂子 荒井　里夏 長嶋　伸子

3 テニスランド－Ａ 荒垣　裕子 大枝　文子 家守　知子 橋詰　友美 吉田　千春 橘高　弘美 沼倉　久江 高橋　紀代子(上尾セントラル)

4 テニテニ 米沢　洋子 鈴木　晶子 弓削多　優子 宮岡　祐子 佐久間　洋子 山口　智子 倉橋　理佐子 吉田　志美 望月　淑美 山田　昌子

5 大阪屋 月組 春日　陽子 宮原　美奈子 高橋　洋子 市川　しのぶ 久保田　知美 須賀　典子 杉浦　留美 谷田部　美紀

6 プリンスＴＣ 篠崎　佳恵 宮坂　直子 松野　祐子 関口　房代 竹内　安左子 下山　晴美 木内　由美子(Club ACTAS)

7 ＴＢＪ 飯田　香織 吉田　愛 三ツ橋　亜季子 原田　美里 横溝　由紀 浅野　真美子 太田　春子 井手　真希子(AT)

8 一発屋 中村　春美 千葉　智江 松橋　亜希子 石井　亜紀子 駒津　芳江 久保　美香 戸倉　久美子 城谷　香 民部　香織 菊地　美幸

9 上尾ＧＴＣ ぼたん 鍋倉　靖子 岡田　浩代 青柳　美紀 田渕　聖子 平田　由香 本間　恵子 小林　恵美 志村　知香子 長沼　いづみ 千野　佳枝

10 エフォーツ 川口　礼子 渡辺　瑞穂 三木　真紀 河井　佳代 伊藤　昌子 志村　節子 小野　有希子 宮坂　裕子 加賀　和子 石山　舞

11 ＲＩＳＥ 高橋　暁子 薄葉　嘉予子 山崎　美希子 松本　千恵 中畝　光代 渡辺　和歌子 今井　さゆり 高砂　京子 坂井　美代 外村　直子

12 ＭＴＣ 伊藤　紀子 遠山　真由美 佐々木　千秋 戸崎　由美子 廣谷　徳子 坂口　紀子(上尾セントラル) 河野　昇子(大阪屋)

13 ステッピー 船戸　秀子 山田　かおり 山本　えり子 中通　史 西川　貴代 大山　恵美子 千喜良　美里 飯村　純子 小池　明子 白石　純子(テニスラウンジ)

14 ＡＣＴＡＳライラック 会澤　昌代 小松　道子 田中　佐智子 仲田　真智子 中村　麻里 中山　玲子 相馬　順子 石垣　玲子 手塚　幸江

15 テニスランド－Ｂ 中川　聖子 小川　幸子 戸井田　由美子 坂本　香 二宮　邦子 吉岡　美保 瀧上　美奈 早坂　真喜子 松井　淑子(テニスラウンジ）

16 ｃｌｏｖｅｒ－Ｂ 正田　尚子 仲矢　由美子 加東　知美 大藤　裕子 黒須　幸子 森山　和子

17 Ｗ-ＷＩＮＧ 能重　佐和子 萩原　悦子 青木　律子 倉元　圭子 石田　愛子 福井　明子 杉本　純子 河原　麗子(上尾セントラル）

18 clover  A 和田　賀美 細渕　恵美 花岡　三穂子 山本　裕子 大室　清子 下境　伊佐子 蓮実　邦枝

19 ACTA'Sカルミア ラヴェル　美奈 高橋　さちみ 町田　和美 坂上　由紀子 五十嵐　奈々子君村　きみ子 野澤　ひとみ 宮川　恵子

20 上尾ＧＴＣ バラ 川崎　三津子 北村　加奈 千葉　幸代 野中　栄子 山田　茂子 山上　和枝 木村　晴美 桜井　智和子 穂積　裕子 篠永　文子 濱田　洋子

21 ミストラル 江尻　孝子 小林　朱美 羽渕　直美 石井　照美 田中　広子 田口　名保子 荒井　邦子 関　美津子(コスモス)

22 ＡＣＴＡＳタイム 吉田　清美 藤本　ひかり 武井　幸子 金子　富美子 小春　浩美 清水　映子 荒井　尚子 掛川　孝子

23 あすなろ 時田　順子 西條　由紀 三牧　崇恵 長田　貴美 増田　道子 半澤　優子 中條　多恵

24 上尾セントラル－Ｃ 正垣　広子 川﨑　久美子 北村　三奈子 足永　美知子 野本　治美 秋谷　裕美子 深井　まゆみ 杉江　かつえ

25 上尾ＴＣ－Ａ 新島　豊子 岡田　早苗 金岡　真弓 輿石　芳江 堂本　尚美 中島　えつ子 福島　洋子 松田　三枝子 大木　博子

26 アーバン 坂田　英子 阪田　富佐子 片山　富美子 水野　昌子 畑　登美子 高橋　明子 石田　明子

27 Ｔ－ＬＩＦＥ 齋藤　由紀子 岡田　幸代 宮本　牧子 千田　直美　 谷島　薫 清水　和江 高橋　優子(テニスラウンジ)

28 オリーブ 藤原　久仁子 長田　あさみ 浅見　裕子 堀川　由香里 伊勢　京子(上尾セントラル) 平田　朋子(SEVEn colorS)

29 上尾ＴＣ－Ｂ 高山　佳純 塚越　茉実 今野　亜美 国田　有栞 高橋　亜美 岩村　祐希 植野　彩子

30 ラブオール 新井　恵美子 塩崎　優子 立花　まゆみ 原田　由季子 酒井　恵美 大野　幸子 河合　泰子 渋谷　邦惠

31 上尾セントラルB 堀込　景子 徳島　律子 志垣　いづみ 土本　久美子 堀田　悦子 小宮　真由美 伊集院　國子 本間　好美 中村　代志子

32 スターズ 中村　さおり 上床　たけみ 渡辺　久美子 谷口　美地子 太西　百合子 森　由紀江(Drop Shot)

33 GOC 田中　美絵 小原　郁 齊藤　映子 島村　千賀子 宮澤　円佳 中山　華那子 矢島　葉子 栗林　麗子(FunnyZ) 福田　恵子(clover)


