
 更新　2016/6/26　Ver1.6

●後　援　　藤沢市教育委員会　藤沢市みらい創造財団スポーツ事業部

第１３回　藤沢テニスチーム対抗戦

●主　催　　藤沢市テニス協会

●期　日　　５月１４日(土)～６月２６日(日)

●会　場　　市営及び市内各クラブコート、他

（詳細は日程表に記載）
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●＝予備日

南部５＝辻堂南部公園（砂入り人工芝5面）

八部５＝八部公園コート（サーファム4面、ハード1面）

　　注1　試合当日降雨などにより決行できない場合は、予備日（●）以外に他種目予定日を使用することもあります。

06月18日（土） 南部５

06月25日（土） 南部５　八部５

06月26日（日） 南部５

06月05日（日） 南部５　八部５

06月11日（土） 南部５　八部５

南部５

05月21日（土） 八部５

05月22日（日） 八部５

05月29日（日） 南部５

上
級

45
才

以上

初
中
級

上
級

60
才

以上

05月14日（土）

日程

シングルス ダブルス

会場

男子

女
子

男子

女
子

混
合

初
中
級

大　会　日　程　表

平野　まり 藤原　強 吉田　元男 渡辺　やすえ

コートレフェリー 大久保　麻子 木全　寿一 小池　健一 千葉　智之 波多野　千代子

レフェリー 八尾　健史

アシスタントレフェリー 横井　信一

千葉　智之 林　晋也 藤澤　直広 持丸　昌巳 八尾　健史

薬師寺　一彦 山田　哲治 山本　貴史 横井　信一 吉田　元男

委　員 荻原　聡 菊池　恵 木全　寿一 鈴木　和子 田中　一彦

大会副委員長 小池　健一 平野　まり 指籏　博

大会委員長 齋藤　賢司

顧　問 石井　幸雄 浦中　潮 松島　正樹

副会長 齋藤　賢司 藤井　忠 青木　明彦

特別顧問 内山　勝 野口　禎一

大　会　役　員　（順序不同）

終身名誉会長 岩淵　元

名誉会長 藤田　佳也

会　長 広瀬　稔
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1. 出場チームは各種目とも組合せ表にて時間を確認し、定刻までに全員がプレーのできる準備をして、本部へ出席を届
け出てください。届け出のない場合は棄権とみなします。また、出席を届け出た後でも、試合コール時点で不在の場合
は棄権とみなします。

2. 雨天時の試合の有無について、電話での問い合わせはできません。協会ホームページ(http://www.fujisawa-
tennis.com/)の＜雨天延期情報＞を確認ください。延期情報がない場合は定刻までにコートに参集し、コートレフリー
の指示を仰いでください。運営の都合上、開始時間及び日程等を変更することがあります。

3. 当日の参加チーム数の変動により、組合せドローを変更することがあります。

4. 提出した選手名簿に対して、当日のメンバー変更はシングルス１名、ダブルス２名まで認めます。（但し、市内の人数が
減らない事）尚、シングルス・ダブルスとも申し込みの登録の番号に関係なく組合せを作ることができます。
※雨天順延になった場合は、変更人数制限枠を変更する場合もあります。

5.  試合方法は、予選リーグを行い、各順位同士での順位決定トーナメント方式とします。
エントリーチーム数が５以下の種目はリーグ戦のみとします。

6. 同一種目で複数のブロックがある場合、予選リーグは1ブロック、各チームとも2対戦を基本とし、4組リーグの場合もクロ
スで２対抗とします（総当りにはならない）。※条件によって総当たりとする場合もあります。

7. いずれの種目も１セットマッチ（6-6時７ポイントタイブレーク）、ノーアドバンテージ方式で行います。
原則全試合行うものとしますが、当日の進行状況により変更(試合が決した時点での打ち切り等）することもあります。
※予選リーグのない種目で、３チームのブロックは８ゲームマッチ（8-8時７ポイントタイブレーク）、４チーム以上のブロッ
クは６ゲームマッチとなります。

8. リーグ戦の順位は、勝率によるものとするが、同じ勝率の場合は、直接試合の勝者を上位とし、それで決まらない場合
は１）取得セット数、次いで２）ゲーム数差（取得ゲーム数－失ったゲーム数）の多いチームを上位とします。

9. 決勝（順位決定）トーナメントの組み合わせは、一部を除いて予選リーグの試合が早く終わったチームから先に試合に
入れるよう決定していきます。尚、決勝トーナメントは勝敗が確定次第打ち切る場合があります。

10. 各試合とも、セルフジャッジで行います。

11. 試合前に、メンバー全員がネットに正対し、オーダーの交換を行います。試合結果報告は勝ちチームが本部に届けて
ください。

12. 試合前のウォーミングアップは両方または、どちらかのチームがその日１試合目の場合、ウォーミングアップはサービス
４本までとします。以降の試合はウォーミングアップなしとし、すぐに試合を開始してください。

13. チェンジエンド時は給水、汗ふき程度で速やかにエンド交代してください。（目安：30秒程度）

14. 服装はテニスウェアに限ります。ウォームアップの着用も可とします。

15. 使用球として、各チーム6缶（ダンロップフォートイエロー2個入缶）を持ち寄りください。

17. その他については、2016ＪＴＡルールを適用します。

18. 試合中の傷害・疾病・盗難等は、主催者は責任を負えませんので、ご注意ください。

19. 表彰は、優勝トーナメント１位、各順位トーナメント１位、リーグ戦１位とします。

サービス、ストローク等を受ける方が、相手によく聞こえるようにフォールト、レット、アウト等のコールをする。
ポイント及びゲーム数のコールは、サービスサイドが相手によく聞こえるようにコールする。
一方のパートナーがグッドと判定し、他がアウトと判定したときは、ポイントを相手方に与える。
コールは、瞬間的にすること。  アウトかインか不明の場合はインと判定する。
フットフォールトは、自分自身で気をつけること。
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すること。

各ゲームのデュースになったときは、次のポイントがゲームポイントになる。
サービス側は レシーバーが指示するサイドでサーブをすること。そのポイントでレシーバーは一度指示したサイドを変
更できない。
混合複の場合、サーバーと同性のプレーヤーがレシーブする。

□■□■□■　注意事項　□■□■□■

16. 声援は好ましいが、試合のさまたげになる様な応援は慎んでください。
ベンチコーチは原則各コートに１名までとし、アドバイスはエンドチェンジの時に限ります。

セルフジャッジについて

ノーアドバンテージについて
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1

ブロック１位 1 ブロック２位 1 ブロック３位 2

Ｓ．Ｙ．Ｕ． 亀の尾 スランプ

ヘイ!カモン!へっぴり腰 心は25歳2 2

3
2 2 0

1 1 0

2 2 3

ブロック２位 ブロック３位

メンバー

鈴木 智之 音成 直毅 片瀬 亮

3. 心は25歳 2-1 1-2 1-1 2

2. Ｓ．Ｙ．Ｕ． 2-1 2-1 2-0 1 柴田 達也 吉間 大樹 内田 茂

三木 亮太

Ｈブロック 1. 2. 3.

1-2 1-2 0-2 3

3. STC 3-0 3-0 2-0 1

0-2

Ｇブロック 1. 2.

1. へっぴり腰 2-1

3

2. FLAP 1-2 2-1 1-1

野口 智裕 漆原 忠則

優勝決定トーナメント ２位トーナメント

ブロック１位 ブロック２位

Kt. FLAP

３，４位トーナメント

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

1 1

ブロック３位

ファイターズ

USK 頑張れ！ チームおしぼりＳ

ブロック１位

勝敗 順位

1. チームおしぼりＳ

3. ヘイ!カモン! 0-3 1-2

順位

2-0 1

2

3-0

3. 勝敗

八部公園（ハード）

ブロック３位

3

ブロック１位

3
0

3

0

2

のりたま大もり

1
2

ブロック３位

ブロック２位

肉食系 TEAN-ZEN1

ブロック３位

2

1

0

３，４位トーナメント

Ｄブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

2. F-Plus 2-1 0-3 1-1 2

1. TEAN-ZEN1 1-2 0-3 0-2 3

優勝決定トーナメント

益田 和明 荒木 裕介 鎌田 基宏

玉 周平

八部公園（ハード）

2-1 1-1 2

3

1

2

順位

1-1

3

22-1 1-1

サーティーワン

F-Plus ちーむPNY

ブロック３位

G,F連合

勝敗

1

仏陀と信者2016かわせみⅠ号

ブロック２位

一般男子シングルス　初中級（１）

1-21. かわせみⅠ号

5月21日（土） 9:15集合

Ａブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

2-0 13-0

30-2

Ｂブロック

2. シダーズB 2-1

3. ちーむPNY 0-3

1. 2. 3.

1-2

勝敗 順位

3. 仏陀と信者2016 0-3

1-1 22. 肉食系 0-3 3-0

0-2 30-3

1. クボックス 3-0 3-0 2-0 1

3. のりたま大もり 2-1

順位

3-0 1-2 1-1 2

Ｃブロック 1.

1. G,F連合

2-0 1

0-2 32. サーティーワン 0-3

2. 3. 勝敗

STC

シダーズB

ブロック１位

1. 2. 3. 順位勝敗

ブロック１位

一般男子シングルス　初中級（２）

1

Ｅブロック

ブロック２位

２位トーナメント

クボックス

ブロック１位

ブロック２位

3. ファイターズ

2. 頑張れ！

Ｆブロック

1. Kt.

1. USK 3-0

0-3

1. 2.

2-1

2. 亀の尾 1-2

0-3 1-23. スランプ

2

1

渕上 英之 高橋 大介

0-3 1-2 0-2

2-1

3.

3-0 2-0

5月22日（日） 9:15集合

3-0 2-0

3-0

0-3

0-2

1

2
1

2

メンバー

山下 勝弥 小笠原 努 白井 浄

米光 敏 石田 靖 小林 好徳

柳沼 謙三 内藤 隆 猪狩 勇介

メンバー

河野 裕二 永沼 俊道 品川 和彦

小宮 洋 高橋 勝也 中吉 浩和

松橋 幸太郎 黒川 博司 小野 隆生

メンバー

落合 哲也 高野 伸二 林 晋也

柴田 吉幸 池谷 翔太 福山 翔太

寺本 和彦 濱竹 耕司 佐藤 光

栗田 要 富岡 賢哉

メンバー

宮崎 太郎 田所 三直 三宅 修三

和田 直英 佐竹 勇樹 本木 利康

細谷 拓 宮田 大輝 宮田 哲平

メンバー

捧 恵一 大久保 淳 槻岡 孝二

千種 耕一郎 上遠野　望 長井 歩

森岡 隆介 村上 毅 間宮 佳祐

メンバー

長山 薫

能登 直彦 山根 聖一郎 高田 正史

須玉 晃 則定 生也 森 権次郎

メンバー

松本 茂 木田 純 木田 周作
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今井 英輔

4. 聖徳太子 2-1 0-3 2-1 2-1 2 津村 拓朗 山田 哲治 木村 明夫

3. 毎月みんなでテニス 3-0 0-3 1-2 1-2 3 東海林 吉充 湯浅 徹郎

0-3 0-3 1-2 0-3 4 古谷 貴史 日下部 優介 山口 明人

2. 荏原チョッキーズ 3-0 3-0 3-0 3-0 1 林 雄一郎 一寸木 克行 藤田 敬介

アップフレンド

Ａブロック３位

３位決定戦 ４位決定戦

Ａブロック４位

imo
2

1
Ｂブロック４位Ｂブロック３位

2

1
TEAM I・O・M

2

ブロック１位

マカロンズ

鬼嫁ですがなにか

4. 今年はリベンジ 2-1 3-0 2-1 3-0 1 宮城 康 齋場 正弘 関川 俊史

4. アップフレンド 0-3 0-3 0-3 0-3

レッツ　トライ！

2 ブロック２位 1

おこげパラダイス ＹＵＹＵ’Ｓ そふとくりーむ

優勝決定トーナメント

ブロック１位

1
0 ブロック２位 3 ブロック３位 2ブロック１位

やぎさんず 1 マックにおまかせ 2 遠藤TC-D

２位トーナメント ３，４位トーナメント

ブロック２位 ブロック３位

3 A5ガールズ 0

辻堂南部（砂入人工芝）

一般女子シングルス 5月14日（土） 9:15集合 辻堂南部（砂入人工芝）

順位 メンバー

2 持丸 昌己 江口 裕 中村 洋也

3 飯塚 雄一郎

一般男子シングルス　上級 5月29日（日） 9:15集合

Ａブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位 メンバー

1. ラリーモンキーズ

２位決定戦

1-2

尾崎 靖治 濱中 充己

4 杉山 安博 中井 雅春 今西 幸市

順位 メンバー

1 西村 功 川崎 雄大 中山 伸二3-0 3-0

0-3 1-22. TEAM I・O・M 0-3 2-1

1-2 1-2 0-3

3.

3. imo 1-2

1. 一軒め 3-0

1. 2.

Ｂブロック１位

Ａブロック２位

遠藤TC-B

1-2 3-02. 遠藤TC-C 0-3

Ｂブロック２位

FKC４５

2-1

４５才以上　男子シングルス 5月29日（日） 9:15集合

2-1

4. 勝敗Ｂブロック

一軒め

2-1 3-0 2-1

Ａブロック１位

今年はリベンジ
2

優勝決定戦

3. FKC４５ 1-2

1

辻堂南部（砂入人工芝）

勝敗

1. 遠藤TC-B 3-0 2-1

Ａブロック 1. 2. 3.

1-2

4.

メンバー

大谷 典子 小澤 麻子 三田 郁穂

丹野 洋一

2 中村 俊徳 ﾎﾟｰﾙ ﾗｲﾘｰ 奥貫 徹

4 高瀬 晃三 高野 浩二 野々下 明

遠藤TC-C

3 鈴木 健介 村中 博

3

0

Ａブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. やぎさんず 2-1 2-1 2-0 1

幕田 淳子 鈴木 由香 前田 美代

佐藤 明美 鈴木 証子 弓納持 嘉子

2. マックにおまかせ 1-2 3-0 1-1 2

メンバー

山田 絵里 藤田 紀子 乙山 新子

3. 遠藤TC-D 1-2 0-3 0-2 3

Ｂブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. 鬼嫁ですがなにか 3-0 3-0 2-0 1

生田目 ﾘｴ 山口 久美子 遠藤 智子

嶋田 直子 阿部 千鶴 三輪 晶子

2. レッツ　トライ！ 0-3 0-3 0-2 3

メンバー

金 裕子 市田 優子 高城 清香

3. A5ガールズ 0-3 3-0 1-1 2

Ｃブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. ＹＵＹＵ’Ｓ 2-1 1-2 1-1 2

緒方 由美子 和田 寿乃 佐藤 優子

佐藤 ひさの 西植 有紀 山田 久美子

2. そふとくりーむ 1-2 0-3 0-2 3

メンバー

渡辺 浩美 須玉 恭子 若山 岬

3. おこげパラダイス 2-1 3-0 2-0 1

Ｄブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. レイニーズ 2-1 0-3 1-1 2

3. マカロンズ 3-0 3-0 2-0 1

亀井 めぐみ 加藤 理美子 高島 美恵

結城 治代 吉田 宏美 平谷 友恵

2. チーム M２Ｒ 1-2 0-3 0-2 3

1

1 レイニーズ 0 チーム M２Ｒ 1

ブロック１位 2 ブロック２位 3 ブロック３位 2

ブロック３位
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2

D.スランプ 1 肉離れ 1

高石 清和 板倉 健 加藤 久典 西村 功 岡村 聡

サンドバック

優勝決定トーナメント

ブロック１位

2 愛山 1 ザ★ドラ吉

2. チームおしぼりＷ 2-1 2-1 2-0 1

1

チーム寄せ鍋
ブロック１位 2 ブロック２位

２位トーナメント ３位トーナメント

ブロック２位 ブロック３位

2 ブロック３位

勝敗 順位

0-2 3

1-1 2

0-2

1-1

2-0

3

1

2

ブロック２位

3. 勝敗 順位

有川 善也

Ｇブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. ザ★ドラ吉 0-3 1-2 0-2 3

遠藤TC-E
ブロック１位

テニ吉Ｅvo．Ｒ

森岡の激ヤセ2016

Ｆブロック 1. 2.

3. 館買う気 1-2 1-2

2-1

Ｂブロック

Ａブロック 1. 2. 3.

1. 森イカ蔵 1-2 0-3

2. 燃えよナベスと仲間達 2-1

1. 2. 3.

1. 森岡の激ヤセ2016 1-2

6月11日（土） 9:15集合一般男子ダブルス　初中級（１）

2-1

1-1 2

2-0 1

3. Weeds 3-0 1-2

勝敗 順位

0-2 3

かわせみブラック

３位トーナメント

ブロック３位

高瀬 晃三 高野 浩二 野々下 明 清水 孝志 山本 聖

粕川 昭彦 山本 真一 則定 生也 村上 真也 須玉 晃

ブロック３位

木田 周作

森イカ蔵

ブロック３位

大瀧 眞爾 東 和久

3-0

Ｃブロック 1. 2. 3.

1. かわせみブラック

メンバー

山本 義幸

田村 正 橘 洋一 田中 靖男 谷本 延明 野田 海斗 野田 和則

勝敗

FKC A-S

1. 2.

0-3

頭文字”T”

2. 遠藤TC-E

2-1

2-1

0-3

3. チーム寄せ鍋 3-0 3-0

0-3

TEAM-ZEN4

0-2 3

2

2-0

0-3 1-1

1

0-2 0-21-2

順位

2-0

3. 頭文字”T” 2-1 3-0

アップベスト

メンバー

3

0-3 1-2

ブロック２位

ブロック２位

3.

ブロック２位

3. 勝敗 順位

2. FKC A-S

是枝 正

渡辺 耕治

松本 茂 木田 純

ブロック１位

八部公園（ハード）

一般男子ダブルス　初中級（２） 6月11日（土） 9:15集合 辻堂南部（砂入人工芝）

1-1

2-0

２位トーナメント

3. TEAM-ZEN4

2. テニ吉Ｅvo．Ｒ

ブロック１位

優勝決定トーナメント

2-1 0-3 1-1

Ｄブロック

1. アップベスト

3-0 3-0

館買う気

2. ファイターズ 1-2

2-1 3-0 2-0 1

0-2

2.Ｅブロック 1. 順位勝敗

Weeds燃えよナベスと仲間達

1. サンドバック

ブロック１位

高野 伸二 林 晋也 黒河内 翔太 山本 啓介

ブロック３位

1-2

長山 薫

角藤 務

メンバー

濱中 充己 川戸 幸夫 大泉 聡 尾崎 靖治 川崎 雄大 高木 正臣

古谷 貴史 柴田 吉幸 大崎 貴道 福山 翔太 漆原 忠則 安西 将貴

メンバー

猪狩 勇介 浅見 好洋 折井 望 穴井 宣臣 内藤 隆 荒木 雅輝

1-2

高橋 大介 丸下 博宣 岡本 俊彦 大槻 秀行

1-1 23. SSCの風 0-3 2-1

2. ごちゃまぜFCT 3-0 2-1 2-0 1

2-0 1

1. D.スランプ 2-1

2. 一夜で編成

岡崎 亮

3. G,F連合

1-2 1-2 0-2 3

3. 愛山 2-1 1-2 1-1 2

1. 肉離れ

2-1 1-2 1-1 2

Ｈブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

ごちゃまぜFCT
ブロック１位

チームおしぼりＷ
ブロック１位

2
1 ブロック２位 2 ブロック３位 1

0 G,F連合 2 一夜で編成 2
3 ブロック２位 1 ブロック３位 1

SSCの風 ファイターズ

一村 康博

松橋 幸太郎 大門 伸雄 黒川 博司 小野 隆生 樽井 大志 井上 洋

小野沢 光雄

松高 靖 滝川 昇伊藤 篤志 岩井 忠和 加藤 清隆

吉田 靖 梅本 武志 中吉 浩和 小宮 洋 高橋 勝也

山本 浩一 小笠原 努 結城 邦雅 日下部 優介 高須賀 祐介 山本 徹

メンバー

竹本 正夫 柴田 達也 丹野 晃彦 吉間 大樹 名倉 郁雄 内田 茂

鈴木 智之 音成 直毅 片瀬 亮 曽宮 崇広 和田 研一 沖田 和豊

山崎 雄二

メンバー

佐藤 伸樹 茂利 憲一 長井 歩 千種 耕一郎 高橋 知之 品田 航平

渡辺 一郎 関 充 徳永 真 ﾗｲﾘｰ ﾎﾟｰﾙ 平田 義幸 森川 雅昭

大久保 淳 捧 恵一 小林 成寿 白井 浄 槻岡 孝二 園田 雅則

メンバー

森岡 隆介 村上 毅 間宮 佳祐 阿部 振一郎 安孫子 圭介 金田 亨

鈴木 健介 鈴木 弘 中村 洋也 藤肥 勉 丹野 洋一 江口 裕

堀 隆弘 篠田 敏 鈴木 道明 崎野 邦一 三好 尚彦 園田 潤

加来 洋二 高部 夢宙 柿崎 吉孝 宇治 義明山本 雅禎 清野 徹

メンバー

山本 勝 宮崎 太郎 鈴木 原野 福高 浩 伊藤 俊夫 三宅 修三
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小池 健一

田島 正義 矢崎 一洋 西沢 良夫

鎌田 富次 新庄 彰 岩城 直房

森田 俊郎 芦澤 正広 岩谷 雅夫

イザワ・ザプレミアム 盛年隊 ニューブリーズ SSCシニア

メンバー

河野 通良 安原 義人 今村 公男

村中 博 田渕 収 佐藤 隆

牧野 守 吉武 耕一郎 富田 利道

榎本 共以生 大高 忠良 津田 琢磨

メンバー

藤田 三朗 川村 明徳

ヤングハート 遠藤TC-F マッチポイント マヨワネード
3 2 2 3

0 1 1 0
Ｂブロック１位 Ｂブロック２位 Ｂブロック３位 Ｂブロック４位

小笠原 明生

優勝決定戦 ２位決定戦 ３位決定戦 ４位決定戦

Ａブロック１位 Ａブロック２位 Ａブロック３位 Ａブロック４位

4. SSCシニア 0-3 0-3 0-3 0-3 4 臼倉 憲一 山村 正俟

奥村 昭

3. イザワ・ザプレミアム 2-1 3-0 3-0 3-0 1 荻原 拓治 岡本 二郎 石原 正樹

2. ニューブリーズ 1-2 0-3 3-0 1-2 3 玉木 誠二 安斎 泰一郎

三橋 保

Ｂブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位

1. 盛年隊 2-1 1-2 3-0 2-1 2

山森 幸男 渡辺 征二

佐藤 吉久 山崎 憲満 田中 和之

塩見 芳彦

4. マッチポイント 3-0 0-3 0-3 1-2 3 磯部 哲男 桐ケ谷 留央 小原 一美

3. ヤングハート 3-0 3-0 3-0 3-0 1 熱田 清和

Ｄ１　－　Ｄ３ Ｄ１　－　Ｄ２

辻堂南部（砂入人工芝）

Ｄ３　－　Ｄ３ Ｄ３　－　Ｄ２ Ｄ３　－　Ｄ１

目加田 康雄

2. 遠藤TC-F 3-0 0-3 3-0 2-1 2 阿部 芳雄 品田 幹夫 山崎 哲二

1. マヨワネード 0-3 0-3 0-3 0-3 4

鎌田 基宏

濱竹 耕司 市川 裕悟 沖田 祐二 福岡 崇介 平松 利治 鹿島 亨

Ａブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位

試合方法：以下の組み合わせで１人３試合実施します。

Ａ１　－　Ａ２ Ａ１　－　Ａ２ Ａ１　－　Ａ２

６０才以上　男子ダブルス 6月18日（土） 9:15集合

Ｄ２　－　Ｄ２ Ｄ２　－　Ｄ１ Ｄ２　－　Ｄ３

Ｄ１　－　Ｄ１

一般男子ダブルス　上級 6月5日（日） 9:15集合 辻堂南部（砂入人工芝）

2. アズビル6 w.o.

Ａブロック 1. 2. 勝敗 順位

1. F-Plus 1

メンバー

益田 和明 嶋津 英樹 加藤 政信 寺門 秀晃 荒木 裕介
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1-2 0-2 4 安原 明子 渡辺 君代 杉本 はるひ 小林 美絵

kiki

ブロック２位 ブロック３位
3 1

ありガール☆ そふとくりーむ チームMMI
0 2

KSBB 2 恋するテニス部 3 Ｂブロック４位

1

林 友佳子 平谷 友恵 結城 治代 高木 恵子 吉野 恵

3 山下 弥生 三好 浩子 高橋 ﾁｲ子 後藤 美津子 菅原 敦子 山川 ひろみ

1 浅野 真智子

3

0

山森 美紀北島 智佳

1 前田 美代 鈴木 由香

0-3 1-2 0-2 4 今井 直枝 清水 宏子

1-1

庭球戦隊鬼レンジャー チーム熱血女子

1

2
2
1

3. スピリッツ 1-2 3-0 1-1 2

ウエスタン

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

ハンドサリー マーブルチョコレート 遠藤TC-H
1 0

秋山 朋子 井上 佳子 泉田 津子

くろみつ大福もなか

ガンダ

ブロック１位

ブラッドオランジーナ

ブロック１位

優勝決定トーナメント

ブロック１位

4. チームMMI

4. kiki

2. やぎさんず 0-3 0-3 0-2 3

1. ハンドサリー 3-0 2-1 2-0 1

市田 優子

金 裕子 佐藤 ひさの 山田 孝江 北村 由美子 杉山 美佳

一般女子ダブルス（１） 6月26日（日） 9:15集合 辻堂南部（砂入人工芝）

Ａブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗

3. 恋するテニス部 1-2 2-1 1-1

1-1

2. ブラッドオランジーナ 2-1

2. 3.

1. KSBB 1-2 3-0

3. ウエスタン 0-3 0-3

２位トーナメント

ブロック２位

Ｅブロック 1. 2. 3. 勝敗

ブロック２位

3
1
2

0

1-1

ふらふらガール

2-1

1

2-0 13-0

0-2

2-0

3-0

順位

1. 庭球戦隊鬼レンジャー

順位

3. そふとくりーむ 0-3

一般女子ダブルス（２）

3-0

3. プリティかわせみ 0-3 0-3

勝敗 順位

2. ガンダ 2-1

Ｃブロック 1.

1-1

3-0

3

2

1. 2. 3. 勝敗

3-01. キラキラ

2. チーム熱血女子 0-3

Ｆブロック

Ｇブロック 1. 2. 3. 勝敗

2. マーブルチョコレート 1-2 3-0 1-1

0-3 0-33. 遠藤TC-H

優勝決定トーナメント ２位トーナメント ３位決定戦

ブロック１位 1 ブロック２位 0 ブロック３位

2 3
ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

キラキラ 2 スピリッツ 3 やぎさんず

2

0-2 3 佐藤 明美 鈴木 証子 弓納持 嘉子 中見 妙子 田渕 ﾘｲ子

順位

徳永 佳代 宮崎 美樹 神戸 明美 浜辺 光子 山下 桂子

1. ありガール☆ 1-2 2-1

3-0 2-02. くろみつ大福もなか 3-0

Ｂブロック 1. 2. 3.

1. ふらふらガール 0-3 3-0

4. 勝敗

1-2

浅井 志子

3 栗原 和代 角崎 敬子 西谷 英子

水野 貴子

石津 さおり

2-1 2-0

順位 メンバー

2 菅澤 ひろ美 須玉 恭子 横山 輝美子 井東 陽子 大久保 麻子 桜庭 ひとみ

木村 善子 山口 澄子 波多野 千代子

西 貴子

2

奈良 茂子 清水 晶子 渡辺 千代子

メンバー

2-1 1-1

尾崎 千恵 鎌田 典代 名倉 真理子 藤田 由美子

0-2 3

2-0 1

武富 由美 森 裕美 高尾 裕美子 小林 淳子 三浦 貴美

佐藤 優子 佐藤 ひろみ

順位 メンバー

2 大野 千重 池袋 恵理子 藤川 有佳里 佐々木 華織 瀬戸 理佳子 山本 麻子

秋津 淑美 市川 夕子 小松原 典子 伊達 佳代子

上木 早苗

6月5日（日） 9:15集合 辻堂南部（砂入人工芝）

メンバー

眞田 尋美 酒井 菜津子 岡井 佳子 左海 友美 阿部 千鶴

山本 あゆみ 畑澤 美恵子

大柿 直子 谷生 裕子

プリティかわせみ

３位決定戦 ４位決定戦

ブロック３位 Ａブロック４位

ブロック３位 0

有川 和香恵 天田 明子 三橋 町子 吉川 陽子 細野 道子 宮崎 仁美

メンバー

佐藤 温子 原 久美子 山田 絵里 岩村 律恵 藤田 紀子 乙山 新子

右田 順子

杉本 恭子 園田 聖子 藤田 尚子

メンバー

安原 陽子 小林 きくこ 佐々木 睦美 五代 和代 桜井 茂美 渡辺 みゆき

大谷 典子 小澤 麻子 三田 郁穂 中井 真利子 加藤 理美子 高嶋 みえ

船引 啓子
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チーム FETC チームおしぼりＭ 失敗しても全然OK！

ブロック１位 1 ブロック２位 1 ブロック３位 2

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

WESTBEACH かわせみレッド 湘南ウォリアーズ1

0-2 3

3. チーム FETC 2-1 3-0 2-0 1

2. チームおしぼりＭ 3-0 0-3 1-1 2

優勝決定トーナメント ２位トーナメント ３，４位トーナメント

鈴木 康浩 木村 敬子 高岩 裕子 郭 由芽

山本 勝 鈴木 原野 奈良 茂子 清水 晶子 谷生 裕子

永沼 俊道 石田 靖 河野 昌子 櫻木 裕子 工藤 睦子

21. FCTミックス 1-2 2-1 1-1

混合ダブルス（１） 6月25日（土） 9:15集合 八部公園（ハード）

6月25日（土） 9:15集合

順位Ｅブロック メンバー

古谷 貴史 松永 真弥 大前 公昭

1. 2. 3. 勝敗

混合ダブルス（２） 辻堂南部（砂入人工芝）

南雲 未緒 村越 彩加

3. 失敗しても全然OK！ 1-2 0-3 0-2 3

3-0 2-0 12.  4S2Mドリームス 2-1

1. WESTBEACH 3-0 3-0 2-0 1

Ｆブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

3

2

Ｇブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. 神よ降りて来い 2-1 1-2 1-1 2

2. かわせみレッド 0-3 3-0 1-1

3. 湘南ウォリアーズ 0-3 0-3 0-2

1

Ｈブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

2. 遠藤TC-G 1-2 0-3 0-2 3

1. 一軒め 0-3 1-2

3. りんりん 2-1 3-0 2-0

1 1
2 2 2

3 1 1

遠藤TC-G

2

2 2 1 4S2Mドリームス FCTミックス

ブロック３位

一軒め

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

ブロック１位 ブロック２位

りんりん 神よ降りて来い

0 2

2. smashcourt 0-3 1-2 0-2 3

Ａブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. 湘南YELL 3-0 2-1 2-0 1

メンバー
野々下 光徳 西ヶ谷 綱貴

3. レッドカード 1-2 2-1 1-1 2

Ｂブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. アップ　オメガ 2-1 3-0 2-0 1

五代 和代 佐々木 睦美

濱中 允己

玉木 真理 七高 由紀

小林 成寿 大久保 麻子 鈴木 由香 前田 美代

2. ハンドスマイルズ 1-2 3-0 1-1 2

3. やんちゃーず 0-3 0-3 0-2 3 吉田 靖 中吉 浩和 小宮 洋

メンバー

大久保 淳 高橋 芳樹

2. 打ち上げはすがの 1-2 3-0 1-1 2

Ｃブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. UTELS 2-1 3-0 2-0 1

Ｄブロック 1. 2. 3. 勝敗 順位

1. 黄色い星 1-2 0-3 0-2 3

3. ヒロ・ヒロインズ 0-3 0-3 0-2 3 田島 正義 安斎 泰一郎 山森 幸男

平田 里香

2. チームようこ 2-1 2-1 2-0 1

3. チームM＆F 3-0 1-2 1-1 2 山本 浩一 高橋 勝也 梅本 武志

宮崎 秀和 新名 丘

アップ　オメガ 打ち上げはすがの ヒロ・ヒロインズ

2

ブロック１位 2 ブロック２位 2 ブロック３位 1

UTELS 2 ハンドスマイルズ 1 やんちゃーず 1

湘南YELL 1 チームM＆F 1 smashcourt

国府方 みちよ

ブロック１位 1 ブロック２位 2 ブロック３位 2

0

ブロック１位 1 ブロック２位 1 ブロック３位 3

優勝決定トーナメント ２位トーナメント ３位トーナメント

ブロック１位 ブロック２位 ブロック３位

チームようこ 2 レッドカード 2

松坂 淑子 木澤 愛 園田 美恵

熱田 清和 富田 利道 山崎 直人 小林 規久子 足立 恵里奈 青野 多佳子

鈴木 智之 音成 直毅 松崎 順一 渡邊 美貴子 有川 和香恵 小村方 恭子

浅田 一弘 須玉 晃 菅澤 ひろ美 津上 幸子 須玉 恭子

中見 光男 藤肥 勉 丹野 洋一 中見 妙子 弓納持 嘉子 水嶋 せつ子

メンバー

岡村 聡

藤原 強

大泉 聡

菅澤 一郎

林 雄一郎 一寸木 克行 藤田 啓介 市田 優子 左海 友美 高城 清香

清水 宏子 藤田 由美子

浜田 香代子 丸山 菜穂子 浅倉 紀子村野 智樹

メンバー

西村 功 三本木 国雄 高石 清和 今井 直枝

メンバー

篠田 敏 三好 尚彦 右田 洋之 徳永 佳代 宮崎 美樹 右田 順子

亀井 めぐみ

山岸 哲也

東海林 吉充 鈴木 健介 眞田 尋美 酒井 菜津子 茂木 美奈子

福岡 哲哉 森川 雅昭 柳田 健太 千葉 玲子 神戸 明美 乙山 新子

長井 歩 遠藤 智子 山口 久美子 秋山 朋子

メンバー

富岡 賢哉 佐藤 伸樹

山森 美紀 田島 光子 金森 園子

黄色い星

伊勢 恵美子 山口 祐子

平尾 哲祐 中村 洋也   青木 明彦 秋津 淑美 山本 あゆみ 畑澤 美恵子

メンバー

堀 隆弘 徳永 真 崎野 邦一 杉本 恭子 藤田 尚子 井上 佳子

日下部 庸人 滝川 徳明 畠山 大輔 日下部 牧 滝川 明世 菊武 美宝

神前 真紀男 横枕 誠治 野田 和則 桜井 茂美

村西 廣哉
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