
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３１回 藤沢市テニス選手権大会 

兼 第５８回 神奈川県テニス選手権大会予選 

兼 JOP 公認フェニックス大磯オープンテニス春２００９ 

ワイルドカード選考大会（一般男子単複） 

 

 

 

●期 日  １月３１日(土)～２月２２日(日) 

●会 場  市営及び市内各クラブコート  

（詳細は日程表に記載） 

 

 

 

 

 

 

●主 催 藤沢市テニス協会 

●後 援  藤沢市教育委員会 神奈川県テニス協会 市内各加盟テニスクラブ 



大 会 役 員 （順序不同） 

 
名誉会長 岩淵 元 

会 長 藤田 佳也  

副会長 内山 勝 浦中 潮 広瀬 稔 

顧 問 野口 禎一 石井 庄作 山口 利雄 山田 三郎 山田 設雄 

大会委員長 広瀬 稔     

大会副委員長 斉藤 賢司 青木 明彦 藤井 忠 

委 員 橋口 健蔵 木全 寿一 伊沢 優 相川 直樹 菅原 憲嗣 

 鶴岡 美津子 鈴木 和子 平野 まり 小池 健一 原 祐治 

 宮城 康 八尾 健史 山本 貴史 田高 敏也 

レフェリー 斉藤 賢司 

コートレフェリー 木全 寿一 菅原 憲嗣 鈴木 和子 八尾 健史 渡辺 薫 

 藤澤 直広 横井 健 山田 哲治 田村 一平 宮城 康 

 植松 準 福岡 崇介 吉田 元男 大門 伸雄 

    

 

大 会 日 程 表 

年令別男子  

一般 

男子 

一般 

女子 ３５才 

以上 

４０才 

以上 

４５才 

以上 

５０才 

以上 

５５才 

以上 

６０才 

以上 

６５才 

以上 

７０才 

以上 

４０才 

以上 

女子 

 

 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 複 単 複  

1R11  
1R6 

2R8 
                  

辻堂南部 

（砂入芝） 1/31 

(土) 
1R20                     

八部公園 

（ハード） 

2R9 1R7 

2R8                    
辻堂南部 

（砂入芝） 2/7 

（土） 
2R7  

SF 

F 

1R5 

2R4                  
八部公園 

（ハード） 

2/8 

（日） 

3R 

QＦ 

QF 

SF 
 

SF 

F 
                 

辻堂南部 

（砂入芝） 

SF 

F 
F   

1R5 

2R4 
 

1R5 

2R4 
              

八部公園 

（ハード） 
2/14 

（土） 
        

1R9 

2R8 
            

八部公園 

（砂入芝） 

2/15 

（日） 
    

QF 

SF 
 

SF 

F 
 

QF 

SF 
 

1R7 

2R4 
 

1R1 

SF 
        八部公園 

（ハード） 

    F 
1R4 

2R4 
 

1R3 

SF 
F 

1R2 

SF 

SF 

F    
1R3 

2R4 
      

八部公園 

（ハード） 2/21 

（土） 
           

1R2 

SF 
F 

1R2 

F 
  

ﾘｰｸﾞ 

3 組 
  

1R2 

F 

ﾘｰｸﾞ 

3 組 

八部公園 

（砂入芝） 

2/22 

（日） 
予備 予備 予備 予備 予備 

SF 

F 
予備 F 予備 F 予備 F 予備 予備 

SF 

F 

1R2 

SF 

F 

予備 
1R2 

F 

1R2 

F 
予備 予備 

辻堂南部 

（砂入芝） 

 

注意 試合当日降雨などにより決行できない場合は、予備日を使用しますが他の種目の順延があった場合、次の予備日になるとは限りません。 

 

協会事務局    フェニックススポーツ   ０４６６－２７－５６５０ 



□■□■□■□ 注意事項 □■□■□■□ 

１． 出場者は、各種目とも組合せ表にて時間を確認し、試合１５分前にプレーの出来る準備をして、本部へ出席を

届けて下さい。 届出の無い場合は、試合コール時点にて棄権とみなします。 

２． その日に２度以上試合のある場合、次の試合のコール時に不在の場合は棄権とみなします。食事などで長時

間コートを離れる時は、本部でよく時間を確かめて下さい。 

３． 雨天時の変更連絡は、電話での問い合わせ場所がないため会場にて掲示致します。天候その他により試合

の有無不明の場合も、一旦定刻までにコートに参集して下さい。また、運営の都合上、日程等を若干変更する

こともあります。 １１：００以降の試合については下記携帯への電話問い合わせください。 

藤田：０９０－１５４８－４６９１（対応時間１１：００～１６：００） 

４． 試合方法は、３セットマッチ（１、２セットは６ゲームオールタイブレークとし、セットオールになった場合は、７ポイ

ントタイブレークで勝敗を決めます）。年令別種目は８ゲームマッチ（８ゲームオールタイブレーク）とします。そ

の他、運営の都合上試合方法を変更して行うことがあります。 

５． 各試合は原則としてセルフジャッジで行います。 

６． 服装はテニスウェア（ゲームシャツ・パンツ）に限ります。但し男子は袖無しシャツ不可。又、男女とも七分丈パ

ンツも不可。尚、今大会は冬季につきウォームアップスーツの着用を認めます。 

７． 使用球は ダンロップフォート・イエローです。 

８． 試合前のウォーミングアップは サービス４本迄とします。 

９． エンド交代でのベンチ休憩及びケイレン等の理由によって試合を中断することは認められません。ただし、給

水や汗を拭う程度は可とします。 

１０． その他については、ＪＴＡルールを適用します。 

１１． 試合終了後、勝者はボールと記録を本部へ返却し、次の試合の時間を確認して下さい。 

１２． 試合中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードへの切り替えを徹底願います。また、各自のゴミは持ち帰る

よう、協力願います。 

１３． 試合中の傷害・疾病・盗難については、主催者は責任を負えませんので、各自十分ご注意下さい。尚、テニス

傷害保険に加入される事をおすすめします。 

１４． 表彰は、各種目１、２位にメダルを贈呈します（申込み数により変更することもあります）。 

１５． 男子単ベスト４以上、男子複、女子単複のファイナリスト、年令別単複の優勝者には、神奈川県大会の出場資

格が与えられます。また、男子単複の優勝者には、フェニックス大磯オープンテニス春２００９（大磯プリンスホ

テル、５／１８～開催）のワイルドカードが与えられます。 

１６． 神奈川県選手権には、本大会の同一種目出場者を推薦します。今回、エントリーのなかった種目については、

過去一年以内の本テニス協会主催の大会の資料により推薦します。 

１７． 神奈川県選手権の出場者にはＪＯＰポイント（年令別にはベテランＪＯＰ）が付きます。 

１８． 試合結果及び表彰者の写真を下記藤沢市テニス協会ホームページへ掲載いたします。 

藤沢市テニス協会ホームページ http://tennisfujisawa.web.infoseek.co.jp/tournament 

 

 セルフジャッジについて 

・サービス、ストローク等を受ける側が、相手に良く聞こえるようにフォルト、レット、アウトのコールをする。 

・ポイント及びゲーム数のコールは、サービスをする側が、相手によく聞こえるようにコールする。 

・自分はアウト、パートナーはグッド（イン）と判定したボールはグッドとし、相手のポイントとすること。 

・フォルト、アウト等のコールは、瞬間的にすること。 

・アウト（フォルト）か、インか不明の時又は瞬時に判断できなかった時は、グッド（イン）とすること。 

・フットフォルトは、自分で気をつけること。 

・判定等につきトラブルが生じた場合は、すみやかに レフェリーに申告して下さい。 

 

 

－１－ 



瀬沼　洋二

角田　淳

64. 藤瀬　直樹 （辻堂アップ） 藤瀬62,63
植松　準

土屋　博文
63. 阿部　祐士 （ＦＣＴ） 61,61

62. 野場　悠司 （藤沢市役所） 藤瀬
石田　純

小見　雅彦
61. 石橋　浩一 （ＥＳＳＣ） 野場WO 60,61

東　伸泰
60. 山下　勝弥 （ミズノＴＰ） 八尾63,60 藤瀬

9-16シード 代田　和洋
59. 八尾　健史 （山武） 75,60

田中　大介
58. 今井　寛太郎 （佐藤設計） 角田

嶋村　昌治
57. 角田　淳 （ＥＳＳＣ） 角田36,64,10(1) 62,62

若山　秀樹
56. 瀬沼　洋二 （フェニックス） 岸本WO 藤瀬

5-8シード 島田　聡司
55. 岸本　純 （ＥＳＳＣ） 62,60

堤　和之
54. 山下　健一郎 （ＥＳＳＣ） 山下

山下WO 64,6053. 仁田　正史 （山武）
3-4シード 藤井　健

藤瀬　直樹
52. 藁谷　真 （フェニックス） 藁谷62,61 田中

第2シード  

大岡　聡
51. 藤井　裕也 （ＥＳＳＣ） 61,62

第1シード  
50. 石津　知幸 （ＥＳＳＣ） 田中

61,6249. 田中　大介 （神奈中ＩＴＳ） 田中57,64,10(9)

48. 藤井　健 （城南ＴＣ） 藤井61,60 藤瀬

47. 小長井　誠 （藤沢市役所） WO

46. 山内　知明 （神奈中ＩＴＳ） 山内

45. 高柳　正明 （イースタン） 山内60,61 WO

44. 鳥海　哲也 （メルシャン） 鳥海WO 鳥海

43. 二條　智樹 （ＥＳＳＣ） 62,64
鳥海

41. 植松　準 （アプティ）

42. 大沼　陽 （辻堂アップ）
植松WO 63,76(7),8-6

40. 土屋　博文 （フェニックス） 土屋75,63 鳥海

39. 大槻　秀行 （公立共済） WO

38. 右京　智文 （ＮＯＫ） 土屋

37. 室谷　亮吉 （神奈中ＩＴＳ） NoShow 61,76(0)

36. 井上　絢允 （ケニカスポーツ） NoShow 嶋村

35. 小池　喜征 （ミズノＴＰ） WO

34. 河野　裕二 （ＥＳＳＣ） 嶋村

75,46,7-533. 嶋村　昌治 （湘南ハンドレッド）
堤和之

嶋村WO

32. 若山　秀樹 （遠藤パブリック） 若山75,62

31. 福岡　崇介 （山武）

30. 三宅　修三 （ＦＣＴ） 若山

29. 上野　兼司 （ＥＳＳＣ） 上野76(2),60 61,10Ret

28. 佐藤　明 （神奈中ＩＴＳ） 佐藤61,62 細井

27. 松井　美幸 （薬師寺ＴＣ）
細井

25. 石田　純 （城南ＴＣ）

26. 細井　啓行 （薬師寺ＴＣ）
細井63,36,9-7 60,62

24. 小見　雅彦 （神奈中ＩＴＳ） 小見60,61 堤

23. 平野　慎二 （メルシャン） WO

22. 田村　一平 （いすゞ） 宮城

21. 宮城　康 （ＮＯＫ） 宮城64,63 60,61

20. 原　邦和 （池上通信機） 土屋60,60 堤

19. 土屋　翼 （藤原ＴＡ） WO

18. 古賀　正太郎 （ＮＯＫ） 堤

63,6117. 堤　和之 （ＦＣＴ） 堤61,61

16. 島田　聡司 （公立共済） 島田61,61 堤

15. 前地　徹 （高橋ＴＳ） 64,60

14. 横井　健 （いすゞ） 島田

13. 駒場　優一 （ＦＣＴ） 横井36,61,11-9 76(8),75

12. 木村　明夫 （いすゞ） 奥田62,63 島田

11. 奥田　健 （ＥＳＳＣ） 61,61

10. 山田　哲治 （いすゞ） 東

9. 東　伸泰 （フェニックス） 東36,63,7-4 64,26,7-5

8. 代田　和洋 （ミズノＴＰ） 代田62,61 代田

60,60

6. 倉田　忍 （ＦＣＴ） 代田
7. 中野　文雄 （ケニカスポーツ）

2/14（土） 八部公園（ハード） QF

2/22（日） 辻堂南部（砂入芝） SF,F

辻堂南部（砂入芝） 2R,3R

5. 東海林　吉充 （池上通信機） 東海林64,63 64,75

1R,2R

4. 浦田　浩之 （ＥＳＳＣ） 浦田61,61 代田 2/  8（日）

3. 斉藤　奨太 （ＦＣＴ）

2/ 7（土） 辻堂南部（砂入芝） 1R

62,60 八部公園（ハード）

2. ＢＹＥ 大岡

1. 大岡　聡 （フェニックス）

一般男子シングルス

１R 2R 3R QF SF F



横井/濱田

3-4シード 倉田/大川
南　久男 （公立共済）

32.
島田　聡司 （公立共済）

第1シード 嶋村/中野

第2シード  島田/南

島田/南

31. ＢＹＥ
63,75

鈴木　隆行 （ＥＳＳＣ）
30.

奥田　健 （ＥＳＳＣ） 62,62

垣内　保宏 （神奈中ＩＴＳ） 奥田/鈴木

2/8 13:15
島田/南

29.
高野　宏章 （神奈中ＩＴＳ） 61,62

山本　研斗 （平本ＴＧ）
28.

相良　紘 （平本ＴＧ） 57,63,7-1

（ＮＯＫ） 古賀/宮城
27.

古賀　正太郎 （ＮＯＫ） 63,62

宮城　康

古賀/宮城
26. ＢＹＥ

75,62
25.

吉野　彰紀 （辻堂アップ）
坂本　剛 （辻堂アップ）

島田/南濱田　正紀 （ＭＭＴ横・濱）
24.

横井　信一 （ＭＭＴ横・濱）

23. ＢＹＥ
64,76(10)

保　俊也 （イザワＴＧ） 横井/濱田
22.

福田　周利 （イザワＴＧ） WO

岩下　一郎 （神奈中ＩＴＳ） 福田/保

田村/山田

21.
谷村　和史 （ＥＳＳＣ） 26,75,7-4

（ＦＣＴ）
20.

駒場　優一 （ＦＣＴ） 60,76(1)

斉藤　奨太

黒田　真司 （メルシャン） 平野/黒田
19.

平野　慎二 （メルシャン）

田村/山田
63,61

18. ＢＹＥ

75,63
山田　哲治 （いすゞ）

南久男

17.
田村　一平 （いすゞ）

（遠藤パブリック）
16.

若山　秀樹 （遠藤パブリック） 島田聡司
大滝　知秀

15. ＢＹＥ
63,61

佐藤　成一 （ＥＳＳＣ） 土屋/石田
14.

浦田　浩之 （ＥＳＳＣ） 62,61

石田　純 （藤原ＴＡ） 土屋/石田
13.

土屋　翼 （藤原ＴＡ） NoShow

（神奈中ＩＴＳ）
12.

福本　勝幸 （神奈中ＩＴＳ） 62,61

松本　純

山下/山下
11.

山下　雅弘 （イザワＴＧ）
山下　勇輝 （イザワＴＧ）

山下/山下
46,76(6),7-5

10. ＢＹＥ

大川　隆行 （ＦＣＴ）

嶋村/中野

9.
倉田　忍 （ＦＣＴ） WO

（池上通信機）
8.

原　邦和 （池上通信機）
東海林　吉充

7. ＢＹＥ
36,62,7-5
原/東海林

6. ＢＹＥ

5.
前地　徹 （高橋ＴＳ） 61,64

渡辺　真武 （辻堂アップ）

嶋村/中野

木村/横井

4.
木村　明夫 （いすゞ） 76(4),16,7-5

横井　健 （いすゞ）

2/14（土） 八部公園（ハード） F
3.

向井　進也 （ＭＭＴ横・濱）
渡辺　剛士 （鵠沼ＴＣ）

辻堂南部（砂入人工芝） 1R,2R

嶋村/中野 2/  8（日） 辻堂南部（砂入人工芝） QF,SF

62,60

2. ＢＹＥ

Ｆ
中野　文雄 （ケニカスポーツ）

2/  7（土）

１R 2R QＦ ＳＦ

一般男子ダブルス

1.
嶋村　昌治 （ケニカスポーツ）



大桃　美樹 （ＥＳＳＣ）
16.

和田　しのぶ （高橋ＴＳ）

石津/山内

15. BYE
61,60 渡辺/桜井

和田/大桃 3-4シード

第2シード  和田/大桃
14.

高城　清香 （ＥＳＳＣ） 62,63

山口　紗百合 （藤沢市役所）

第1シード 上杉/井口（ＭＭＴ横・濱） 高城/山田

和田/大桃

13.
鈴木　享江 （ＭＭＴ横・濱） 61,62

長瀬　幸江

（ＭＭＴ横・濱）
12.

渡辺　みゆき （ＭＭＴ横・濱）
桜井　茂美

11. BYE
63,57,7-2

（ＥＳＳＣ） 渡辺/桜井
10.

佐藤　ゆみ子 （ＥＳＳＣ） 61,64

新井　尚子

（イザワＴＧ） 田村/見供
9.

田村　美代 （イザワＴＧ） 46,60,7-1

見供　里美

和田しのぶ
波多野　千代子 （Pサポート） 大桃美樹

8.
岩田　恵子 （Pサポート） 62,61

廣瀬　純子 （ミズノＴＰ） 小林/廣瀬
7.

小林　美絵 （ミズノＴＰ） 63,26,7-4

（藤沢市役所） 小林/廣瀬
6.

山宮　沙絵子 （藤沢市役所） 60,62

加藤　悠子

山内　由喜子 （ＥＳＳＣ） 石津/山内

上杉/井口

5.
石津　さおり （ＥＳＳＣ） 61,76(2)

（高橋ＴＳ）
4.

粟根　偉智子 （高橋ＴＳ） 62,64

熊澤　一代

鈴木　証子 （公立共済） 栗根/熊澤
3.

山内　幸枝 （公立共済）

八部公園（ハード） 1R,2R

上杉/井口 2/  8（日） 辻堂南部（砂入人工芝） SF,F

06,63,9-7

2. BYE
2/  7（土）

Ｆ

1.
上杉　三起子 （鵠沼ＴＣ）
井口　重美 （ＦＣＴ）

一般女子ダブルス

１R 2R ＳＦ

16. 飯塚　沙耶香 （鵠沼ＴＣ）

15. BYE

3-4シード 幕田　淳子

62,60 石津　さおり

14. 眞田　尋美 （ミズノＴＰ） 飯塚

13. 小川　治美 （ＥＳＳＣ）

第1シード 大桃　美樹

小川61,61 62,62 第2シード  飯塚　沙耶香

見供64,64 飯塚

11. 見供　里美 （イザワＴＧ）

12. 石津　さおり （ＥＳＳＣ）

60,57,10(3)

10. 高城　清香 （ＥＳＳＣ） 見供

飯塚沙耶香

9. 山内　幸枝 （公立共済） 山内75,61 61,61

田村　美代 （イザワＴＧ） 佐藤46,63,10(4)

7. 佐藤　ゆみ子 （ＥＳＳＣ） 60,60

8.

6. 石井　清美 （神奈中ＩＴＳ） 石井

石井WO 36,64,8-65. 幕田　淳子 （鵠沼ＴＣ）

SF,F

4. 加藤　愛美 （城南ＴＣ） 加藤60,62 大桃

1R,2R

3. 新井　尚子 （ＥＳＳＣ） 76(1),06,10(3) 2/  7（土） 八部公園（ハード）

2. BYE 大桃 1/31（土） 辻堂南部（砂入人工芝）

Ｆ

1. 大桃　美樹 （ＥＳＳＣ）

一般女子シングルス

１R 2R ＳＦ



松本　匡史 （ＦＣＴ）

若山/大滝

16.
鈴木　智章 （ＦＣＴ）

鈴木/松本

15. BYE
84 3-4シード 山本/福島

第1シード 吉田/藤澤
水上　正 （山武） 鈴木/松本 第2シード  

83
大久保/木下

13.
大久保　淳 （ＥＳＳＣ）
木下　裕介 （ＥＳＳＣ）

14.
千村　暢孝 （山武）

鈴木/松本
83

12.
若山　秀樹 （遠藤パブリック）
大滝　知秀 （遠藤パブリック）

11. BYE

八尾　健史 （山武） 大原/瀬沼
81

10.
鈴木　伸 （山武） 81

83

瀬沼　洋二 （フェニックス） 大原/瀬沼
9.

大原　真一 （ＦＣＴ）

鈴木智章
杉村　幸一 （ＥＳＳＣ） 松本匡史

阿部/村田

8.
橋本　賢一 （ＥＳＳＣ） 82

7.
阿部　議夫 （ＦＣＴ）
村田　泰規 （ＦＣＴ）

山本/福島
83

6. BYE

山本/福島

5.
山本　貴史 （藤沢市役所） 85

福島　正臣 （藤沢市役所）

（Ｐサポート）

板垣/赤沼

4.
田村　聡 （Ｐサポート） 82

阿部　茂喜

3.
板垣　進哉 （アプティ）
赤沼　孝太郎 （アプティ）

SF,F

吉田/藤澤
98(3)

2/22（日） 辻堂南部（砂入人工芝）
2. BYE

2/21（土） 八部公園（ハード） 1R,2R

Ｆ

1.
吉田　元男 （ＦＣＴ）
藤澤　直広 （ＮＯＫ）

３５才以上男子ダブルス

１R 2R ＳＦ

32. 大岡　聡 （フェニックス）

31. BYE 86

30. 春山　道男 （いすゞ） 82

3-4シード 松丸　弘和

大岡 鳥海　哲也

29. 倉田　忍 （ＦＣＴ） 春山 85

28. 山本　貴史 （藤沢市役所）

第1シード 藤澤　直広

大岡 第2シード  大岡　聡

8027. BYE

26. BYE 山本

25. 鹿島　亨 （山武） 86

24. 鳥海　哲也 （メルシャン） 大岡

23. BYE 83

22. 吉野　彰紀 （辻堂アップ） 98(7) 鳥海

21. 福澤　祐一郎 （プレス工業） 福澤 82

20. 松井　美幸 （薬師寺ＴＣ） 86 鳥海

19. 竹内　精治 （御所見ＲＴＣ） 松井 81

18. BYE

84

山下

17. 山下　健一郎 （ＥＳＳＣ）

16. 冨永　邦彦 （ＥＳＳＣ） 松丸弘和

15. BYE 97

14. BYE 冨永

13. 山田　哲治 （いすゞ） 82

12. 八尾　健史 （山武） 80 松丸

11. 瀬田　貴之 （ＥＳＳＣ） 八尾 83

10. BYE 松丸

9. 松丸　弘和 （ＥＳＳＣ）
松丸
85

8. 板垣　進哉 （アプティ）

827. BYE

6. BYE

81

板垣

5. 橋本　賢一 （ＥＳＳＣ）

4. 中野　文雄 （ケニカスポーツ） 85

八部公園（ハード） QF,SF

藤澤 2/21（土） 八部公園（ハード） F

1R,2R

3. 瀬戸口　知己 （ＮＯＫ） 中野 84 2/15（日）
藤澤 2/14（土） 八部公園（ハード）

Ｆ
1. 藤澤　直広 （ＮＯＫ）

2. BYE

１R 2R QＦ ＳＦ

３５才以上男子シングルス



※3は50才以上複、※4は60才以上複へのエントリー

０－２ ３
小沢　晴江 （荏原ＳＳＣ）

２
森　裕美 （ＦＫＣ）

3.
岩田　陽子

※4
（藤沢市役所）

０－８ ０－８

１－８ ８－０ １－１2.
高尾　裕美子

※3
（ＦＫＣ）

８－１ ８－０ ２－１ １1.
亀井　千尋 （イザワＴＧ）

柏原　佳子 （イザワＴＧ）

八部公園（砂入人工芝）
1 2 3 勝敗 順位

※1は50才以上単、※2は60才以上単へのエントリー

４０才以上女子ダブルス
2/21（土） 12:30-

第1シード 亀井　千尋4. 岩田　陽子(※2) （藤沢市役所） 85

1R,F

3. 鈴木　証子(※1) （公立共済） 岩田 83

2. 小川　治美 （ＥＳＳＣ） 84
亀井

亀井千尋 2/21（土） 八部公園（砂入人工芝）

1. 亀井　千尋 （イザワＴＧ）

４０才以上女子シングルス

１R F

第1シード 野田/川辺
中務　光規 （薬師寺ＴＣ） 第2シード 坂間/中務

坂間/中務

8.
坂間　聡 （薬師寺ＴＣ） 82

7.
高柳　正明 （イースタン） 85

尾島　浩一 （イースタン）

（神奈中ＩＴＳ） 坂間/中務

森田/鬼澤

6.
高野　宏章 （神奈中ＩＴＳ） WO

垣内　保宏

中務光規

5.
森田　敏樹 （日立ＧＳＴ） 85

鬼澤　光崇 （日立ＧＳＴ）

（ＥＳＳＣ）

重川/宮城

4.
宇井　孝 （ＥＳＳＣ） 97 坂間聡
澤田　雄次

3.
重川　秀夫 （ＮＯＫ）
宮城　康 （ＮＯＫ）

辻堂南部（砂入人工芝） F

重川/宮城
WO

八部公園（ハード） 1R,SF

2. BYE
2/22（日）

2/21（土）
1.

野田　和則 （太平台ＴＣ）
川辺　亮 （太平台ＴＣ）

４０才以上男子ダブルス

１R ＳＦ Ｆ

第2シード  吉田　元男
16. 吉田　元男 （ＦＣＴ）

第1シード 殿塚　一奥
15. BYE 82

14. 荒井　潔 （辻堂アップ） 86 吉田

13. 大久保　淳 （ＥＳＳＣ）

松下

大久保 83

8011. BYE

12. 松下　直 （ＥＳＳＣ）

10. 川辺　亮 （太平台ＴＣ） WO

82

松下

9. 増田　渉 （ＥＳＳＣ） 増田

8. 田村　一平 （いすゞ） 82 殿塚一奥

7. 大桃　則雄 （ＥＳＳＣ） 田村 82

6. 松岡　晃 （いすゞ） 84 土屋

5. 土屋　博文 （フェニックス）

4. 赤沼　孝太郎 （アプティ） 85

八部公園（ハード） SF,F

殿塚

土屋 84

1R,2R

3. 金田　典久 （ＥＳＳＣ） 赤沼 84 2/15（日）

2. BYE 殿塚 2/14（土） 八部公園（ハード）

F

1. 殿塚　一奥 （ＺＯＯ）

４０才以上男子シングルス

1R 2R SF



第2シード 佐々木/影山
影山　正幸 （ＥＳＳＣ）

第1シード 石村/持田

8.
佐々木　毅 （アプティ）

7. BYE
84

（Ｐサポート） 持丸/中村

持丸/中村

6.
関川　俊史 （Ｐサポート） 81

白井　浄

中村洋也

5.
持丸　昌己 （オイレス） 84

中村　洋也 （遠藤パブリック）

（薬師寺ＴＣ）

斉藤/荒井

4.
齋場　正弘 （薬師寺ＴＣ） 86 持丸昌巳
森岡　信匡

3.
斉藤　勝美 （辻堂アップ）
荒井　潔 （辻堂アップ）

辻堂南部（砂入人工芝） F

石村/持田
83

八部公園（ハード） 1R,SF

2. BYE
2/22（日）

2/21（土）
1.

石村　憲一 （ＦＣＴ）
持田　浩史 （ＦＣＴ）

４５才以上男子ダブルス

１R SF F

32. 市川　雅幸 （荏原ＳＳＣ）

松田　浩

神里　潔

31. BYE 80

30. 田村　聡 （Ｐサポート） WO

5-8シード 岡崎　弘樹

市川 南　久男

29. 佐々木　毅 （アプティ） 田村 WO

28. 白井　浄 （Ｐサポート） 82

3-4シード 影山　正幸

大槻 石村　憲一

大槻 8627. 大槻　秀行 （公立共済）

第2シード  市川　雅幸大槻

86 第1シード 島田　聡司25. 神里　潔 （ＥＳＳＣ）

26. BYE

24. 石村　憲一 （ＦＣＴ） 大槻

23. BYE 84

22. 元井　哲男 （ＥＳＳＣ） 81 石村

21. 大門　伸雄 （いすゞ） 大門 WO

20. 小川　博史 （荏原ＳＳＣ） 84 石村

19. 藤本　俊 （ＥＳＳＣ） 藤本 86

18. BYE 藤本

17. 松田　浩 （日立ＧＳＴ）

島田聡司
83

16. 南　久男 （公立共済）

15. BYE 84

14. 戸倉　祐介 （ＦＣＴ） 85 南

13. 関川　俊史 （Ｐサポート）

82 影山

戸倉 83

指籏 8011. 指籏　博 （藤沢市役所）

12. 渡辺　薫 （Ｐサポート）

10. BYE 影山

9. 影山　正幸 （ＥＳＳＣ）

島田
82

8. 岡崎　弘樹 （ＥＳＳＣ） 82

7. 齋場　正弘 （薬師寺ＴＣ） 岡崎 85

WO

6. 島沢　淳 （ＥＳＳＣ） 82 岡崎

5. 坂間　聡 （薬師寺ＴＣ） 坂間

4. 秋田　真志 （フェニックス） 84

2/15（日） 八部公園（ハード） QF,SF

島田 2/21（土） 八部公園（ハード） F

八部公園（砂入人工芝） 1R,2R

3. 小林　洋隆 （Ｐサポート） 秋田 80

2. BYE 島田 2/14（土）

Ｆ

1. 島田　聡司 （公立共済）

１R 2R QＦ ＳＦ

４５才以上男子シングルス



第1シード 田渕/佐藤
矢崎　一洋 （湘南ハンドレッド）

富田/矢崎

4.
富田　利道 （湘南ハンドレッド） 81

3.
瀬川　道雄 （鵠沼ＴＣ）
田中　英世 （鵠沼ＴＣ）

2/21 13:30

佐藤隆
85

八部公園（砂入人工芝） 1R,F

2.
工藤　義信 （ＦＣＴ） 82 田渕収
甲斐　正光 （ＦＣＴ）

田渕/佐藤 2/21（土）

５５才以上男子ダブルス

１R Ｆ

1.
田渕　収 （遠藤パブリック）
佐藤　隆 （遠藤パブリック）

2/21 13:30

817. BYE

8. 横田　広由 （荏原ＳＳＣ）

第1シード 広瀬　稔6. BYE 横田

5. 古賀　達美 （城南ＴＣ）

4. 増尾　正博 （池上通信機）

八部公園（砂入人工芝） F

広瀬稔
10Ret

1R,2R

3. 中村　良治 （辻堂アップ） WO 2/21（土）

2. BYE 広瀬 2/15（日） 八部公園（ハード）

1. 広瀬　稔 （藤沢市役所）

５５才以上男子シングルス

１R SF F

第2シード 杉山/沓掛
沓掛　一良 （城南ＴＣ）

第1シード 磯部/磯部

8.
杉山　安博 （城南ＴＣ）

7. BYE
86

（ＮＯＫ） 牧野/田中

牧野/田中

6.
伊藤　輝幸 （ＮＯＫ） 81

東　洋幸

磯部和宏

5.
牧野　守 （湘南ハンドレッド） 97

田中　靖男 （湘南ハンドレッド）

（佐藤設計）

島津/鬼澤

4.
佐藤　雄司 （佐藤設計） 84 磯部哲男
浅井　克也

3.
島津　義彦 （オシキリ）
鬼澤　正男 （オシキリ）

辻堂南部（砂入人工芝） F

磯部/磯部
86

八部公園（砂入人工芝） 1R,SF

2. BYE
2/22（日）

2/21（土）
1.

磯部　哲男 （荏原ＳＳＣ）
磯部　和宏 （荏原ＳＳＣ）

５０才以上男子ダブルス

１R ＳＦ Ｆ

16. 磯部　和宏 （城南ＴＣ） 85

磯部　和宏
15. 伊藤　輝幸 （ＮＯＫ） 磯部 82

第2シード  

第1シード 鳥越　彰
14. 小野　秀樹 （藤沢市役所） 82 磯部

13. 細沼　信行 （イザワＴＧ）

86 磯部

細沼 81

鈴木 8611. 今西　幸市 （城南ＴＣ）

12. 鈴木　智之 （ミズノＴＰ）

10. 重川　秀夫 （ＮＯＫ） 84

86

鈴木

9. 吉岡　健 （城南ＴＣ） 重川

8. 橘　洋一 （ＥＳＳＣ） 83 磯部和宏

7. 中井　雅春 （城南ＴＣ） 橘 98(2)

6. 鬼澤　正男 （オシキリ） 82 代田

5. 代田　浩司 （遠藤パブリック）

4. 大木　明 （薬師寺ＴＣ） 84

八部公園（ハード） SF,F

鳥越

代田 85

1R,2R

3. 三宅　修三 （ＦＣＴ） 三宅 86 2/21（土）

2. BYE 鳥越 2/15（日） 八部公園（ハード）

F

1. 鳥越　彰 （ＥＳＳＣ）

５０才以上男子シングルス

１R 2R SF



1.

2.

3.

第1シード 今村/田栗
渡辺　崇 （太平台ＴＣ）

奥田/渡辺

4.
奥田　繁雄 （太平台ＴＣ） 81

3.
保科　盛 （湘南ハンドレッド）
輿水　宏 （湘南ハンドレッド）

2/22 10:30

渡辺崇
83

辻堂南部（砂入人工芝） 1R-F

2.
荒井　孝和 （プリムラＴＣ） 85 奥田繁雄
佐藤　允 （プリムラＴＣ）

荒井/佐藤 2/22（日）

１R Ｆ

1.
今村　純寿 （ＦＣＴ）
田栗　輝明 （ＦＣＴ）

2/22 10:30

第1シード 磯田/小川

７０才以上男子ダブルス

（城南ＴＣ）

須崎/石川

4.
須崎　毅 （城南ＴＣ） 85

石川　房二

3.
粟生　武良 （湘南ハンドレッド）
野口　健一郎 （湘南ハンドレッド）

2/22 10:30

磯田憲佑
髙崎　靖 （ＦＣＴ） 小川正澄

97

2.
吉田　紀 （ＦＣＴ） 80

2/22（日） 辻堂南部（砂入人工芝） 1R-F
1.

磯田　憲佑 （フェニックス）
小川　正澄 （フェニックス）

2/22 10:30
磯田/小川

※は70才以上単へのエントリー

６５才以上男子ダブルス

１R Ｆ

8-4 1-1 2
小澤　琢磨（※） （荏原ＳＳＣ） 3-8 4-8 0-2 3

三谷　俊介 （湘南ハンドレッド） 1-8

勝敗 順位
木全　寿一 （湘南ハンドレッド） 8-1 8-3 2-0 1

1 2 3

６５才以上男子シングルス
2/21（土） 9:30- 八部公園（砂入人工芝）

木全　寿一 （湘南ハンドレッド）
8.

東海林　宏 （湘南ハンドレッド）

第1シード 山内/長井

第2シード 東海林/木全
7. BYE

（荏原ＳＳＣ） 東海林/木全
84

山崎/野田

6.
森永　晃義 （ＥＳＳＣ） 97

大嵩　忠義

5.
山崎　憲満 （城南ＴＣ）
野田　省三 （城南ＴＣ）

三谷俊介
85

目加田/三谷

4.
実川　悟 （城南ＴＣ） 82 目加田康
川村　明徳 （城南ＴＣ）

3.
目加田　康雄 （湘南ハンドレッド）

三谷　俊介 （湘南ハンドレッド）

目加田/三谷
97

辻堂南部（砂入人工芝） 1R-F

2. BYE

2/22（日）
1.

山内　英夫 （フェニックス）
長井　信 （フェニックス）

６０才以上男子ダブルス
１R ＳＦ Ｆ

16. 佐藤　吉久 （城南ＴＣ）

15. BYE 84

14. 沖山　幸一 （湘南ハンドレッド） 84

第1シード 島津　義彦

佐藤 第2シード  佐藤　吉久

13. 森永　晃義 （ＥＳＳＣ）

大嵩

沖山 98(4)

8611. BYE

12. 小池　正 （ミズノＴＰ）

10. 大嵩　忠義 （荏原ＳＳＣ） 98(0)

80

大嵩

9. 小島　政行 （太平台ＴＣ） 大嵩

8. 中見　光生 （遠藤パブリック） 島津義彦

7. BYE 86

6. BYE 平林

5. 平林　正司 （荏原ＳＳＣ）

4. 小池　健一 （プリムラＴＣ） 81

辻堂南部（砂入人工芝） SF,F

島津
85

1R,2R

3. 芦澤　正広 （平本ＴＧ） 小池 84 2/22（日）

2. BYE 島津 2/21（土） 八部公園（ハード）

F

1. 島津　義彦 （オシキリ）

６０才以上男子シングルス

１R 2R SF




