
 

第 42 回

東京都市町村対抗庭球大会

        9月11日 (予備日)

ところ 昭和の森スポーツセンター

と き 2022年7月17日1部・7月24日2部

東京都市町村テニス協会
http://ctvtennis.org/



ご 挨 拶 

 

 

大会会長 丸山 寛 

 

 東京都市町村テニス協会のホームコートである、昭和の森テニスセンターのコ

ートが諸事情により８面に減少しました。これを受けて東京都市町村対抗庭球大

会のフォーマットを変更しなければ開催ができないのではないかと思われました

が、幸いにも昨年コロナ感染対策で、密を避けるために１部、2部を二日間に分け

て分散開催したことで、８面のコートでもなんとか開催できることが確認されま

した。多少会員の皆様には朝早くからの試合を強いることになりますが、ご協力

に感謝いたします。 

さて当協会の３大事業の七夕大会の愛称で親しまれている、第 42回東京都市町

村対抗庭球大会を開催できます事は、各市町村の代表選手並びに役員の皆様のご

協力とご支援があっての事と感謝しております。 

この大会は、暑さとの勝負ともいえます。熱中症対策として水分補給はもちろ

んの事、前日の睡眠を十分にとって、体調を整えて参加していただきたいと思い

ます。また、選手の皆さんは日頃鍛えた技量を発揮し、大会を盛り上げると同時

に悔いのない戦いをしていただきたいと思います。そしてこの大会を通じてお互

いの親睦と交流を深めることをお願いいたします。 

最後になりましたが、今回も引き続き後援して頂きました東京都市長会並びに

東京都町村会、協賛して頂きました株式会社ダンロップスポーツマーケティング

の皆様方にこの場を借りまして厚くお礼申し上げますと同時に今後ともご支援、

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

なお、当協会の URLは http://tctvtennis.org/ 



〈 大 会 要 項 〉

主 催 東京都市町村テニス 協会

後 援 東京都市長会、 東京都町村会

協 賛 株式会社ダンロ ッ プス ポーツ マーケティ ング

期 日

鈴木 明子（府中市）

会 場 昭和の森ス ポーツ センタ ー（ 砂入り 人工芝）

参加資格 東京都市町村テニス 協会に加盟する 各市町村庭球連盟( 協会) の推薦する 在住者

で本大会に登録さ れている 者。 但し 、 小学生・ 中学生・ 高校生及び大学生・ 大

学院生など は除く 。

参加制限 監督を含め30名以内( 男子７ 名以上、 女子５ 名以上、 壮年２ 名以上) 。 なお、 監

督は選手を兼ねる こ と ができ る 。

試合方法 １ ． 市町村対抗団体ト ーナメ ント 。 １ 部( 12市町村) 、 ２ 部( 残り 市町村) 。

２ ． １ 部下位４ 市町村と ２ 部上位４ 市町村は次回入れ替える 。

３ ． ７ ダブルス 戦。 試合順序、 ①男子②女子③男子④壮年⑤混合⑥女子⑦男子。

４ ． ６ ゲーム１ セッ ト マッ チノ ーアド バンテージ（ ６ オール７ ポイ ント タ イ ブ

レ ーク シス テム）

５ ． 初戦はチームの勝敗にかかわり なく ７ 試合すべて行う 。 それ以降の試合は勝

敗が決し たら 打ち切り と する 。 但し 、 日程の都合で変更する 場合がある 。

参 加 料 １ 市町村 30,000円（ 監督会議当日徴収）

使 用 球 ダンロ ッ プフ ォ ート イ エロ ー( １ 試合に２ 球使用）

表 彰 １ 部、 ２ 部共３ 位ま でと する 。 太田杯及び東京都議長杯は１ 部の優勝チームに

授与する 。

大 会 役 員

大 会 名 誉 会 長 房前 博人（稲城市）

樋川  道子（東久留米市）

姫田  彰宏(昭島市)

富田

寛（八王子市）

浩（清瀬市）

上村  卓也（東大和市）員委営運

輝久（青梅市）旭計会

レ   フ   ェ     リ    ー   鈴木  晃郎(日野市)

大会会長兼ディ レクター

義行（小金井市）谷アシスタント レフェリ ー

丸山

７月17日(日) 1部、 7月24日(日)2部、予備日9月11日(日)



1R QF SF F

14 調 布 市

11 狛 江 市

1　部(試合開始時間と使用コート)

10:15⑪⑫

15 B Y E

16 府 中 市

⑨⑩⑪⑫

8:00⑨⑩

12 東久留米市

13 西東京市

8:00⑪⑫

8 多 摩 市

9 三 鷹 市

8:00⑦⑧

6 稲 城 市

10:15⑦⑧

7 BYE

10 BYE

10:15⑨⑩

10:15⑤⑥

3 国分寺市

⑤⑥⑦⑧

8:00⑤⑥

4 八王子市

5 東村山市

1 立 川 市

2 B Y E



1R QF SF F

16 小金井市

⑨⑩

11 清 瀬 市

⑨⑩⑪⑫

9:45⑤⑥⑦

12 あきる野市

13 瑞 穂 町

9:45⑦⑧⑨

14 福 生 市

⑪⑫

15 武蔵村山市

9:45⑩⑪⑫

7:30⑪⑫

10 国 立 市

7 日 野 市

7:30⑨⑩

8 小 平 市

4 青 梅 市

5 羽 村 市

9 町 田 市

２　部(試合開始時間と使用コート)

1 武蔵野市

2 B Y E

12:00⑤⑥

3 昭 島 市

⑤⑥⑦⑧

7:30⑦⑧

6 東大和市

⑦⑧

7:30⑤⑥



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 鈴木 　譲 男子 1 相原　宣宏 男子 1 池田　貴之 男子 1 小林　勇樹 男子

2 上田　大樹 男子 2 西村　仁 男子 2 植竹　貴彦 男子 2 太田　祐輔 男子

3 三田 　圭輔 男子 3 朝鳥　大介 男子 3 内田　健二 男子 3 太田　亮太 男子

4 渡辺 陽一郎 男子 4 浅井　優介 男子 4 佐籐　智哉 男子 4 愛甲　良太 男子

5 伊藤　涼太 男子 5 伊藤　也真人 男子 5 関根　健太 男子 5 中丸　直也 男子

6 沼野　孝彰 男子 6 平田　篤 男子 6 髙橋　洋昌 男子 6 島浦　亮 男子

7 本城 　和貴 男子 7 古川　雄弥 男子 7 武井　恒 男子 7 小桧山　隆 男子

8 酒井　研人 男子 8 鹿島　直也 男子 8 田中　芳栄 男子 8 小桧山　駿 男子

9 山田　裕貴 男子 9 中村　祐基 男子 9 橋本　康平 男子 9 小嶋　大吾 男子

10 渡邉　勇 男子 10 遠藤　誠也 男子 10 益守　雄大 男子 10 太田　紗苗 女子

11 萩原　花帆 女子 11 佐伯　真佐子 女子 11 三原　健太 男子 11 太田　果枝 女子

12 吉田 　貴子 女子 12 石森　めぐみ 女子 12 内田　沙織 女子 12 武内　智美 女子

13 柏　由紀 女子 13 田所　照美 女子 13 奥野　佳代子 女子 13 西村　由紀子 女子

14 酒井真衣子 女子 14 鈴木　府子 女子 14 尾崎　由美子 女子 14 茂呂　和代 女子

15 尾嵜　紗映 女子 15 広田　二美 女子 15 小池　亜希子 女子 15 小島　まこと 女子

16 清水　美帆 女子 16 松平　慶子 女子 16 後藤　朋子 女子 16 山田　靖代 女子

17 内山　純子 壮年 17 飯塚　玲奈 女子 17 佐藤　夕葵 女子 17 村岡　由美子 女子

18 溝口　康恵 壮年 18 小笹　聖子 女子 18 田中　佐知子 女子 18 小桧山　鈴香 女子

19 乙幡 真由美 壮年 19 中村　香 女子 19 戸谷　敦子 女子 19 仙波　明子 女子

20 立山　修 壮年 20 宇佐見久美子 女子 20 平田　裕子 女子 20 東條　朋子 女子

21 岩崎　利夫 壮年 21 酒井　弘子 女子 21 三浦　里江 女子 21 コール和子 女子

22 高橋　和仁 壮年 22 天野　美恵子 女子 22 宮城　朋子 女子 22 越後　克子 女子

23 小川　真 壮年 23 櫻井　絵里子 女子 23 宮森　幸恵 女子 23 小西　隆行 壮年

24 松川　茂雄 壮年 24 桝渕　美佐 女子 24 雨宮　文夫 壮年 24 御園生　清 壮年

25 山崎　美弘 壮年 25 毛呂　賢一 壮年 25 田村　隆史 壮年 25 古永　浩祥 壮年

26 26 遠藤　誠司 壮年 26 戸木　教夫 壮年 26 阿部　慎一郎 壮年

27 27 本多　裕之 壮年 27 豊福　宏巨 壮年 27 河野　好太郎 壮年

28 28 田所　道生 壮年 28 平田　憲作 壮年 28 秋山　尚史 壮年

29 29 原　敬一 壮年 29 丸山　寛 壮年 29 阿部　昌史 壮年

30 30 梅村　卓弘 壮年 30 30 愛甲　啓也 壮年

１　　部

１　立川市

　　テニス連盟

監督　山﨑　義弘

３　国分寺市

　　テニス連盟

監督　相原　宜宏

４　八王子市

　　テニス連盟

監督　髙橋　洋昌

５　東村山市

　　テニス連盟

監督　愛甲　啓也



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 高見　泰世 男子 1 山本　大輔 男子 1 山﨑　武志 男子 1 田中航太 男子

2 大野　稔 男子 2 伊藤　卓也 男子 2 加藤　建人 男子 2 齋藤真輝 男子

3 柴田　宗佑 男子 3 恒松　優也 男子 3 須藤　陽史 男子 3 鍛代悟 男子

4 二村　賢人 男子 4 惣福　英次 男子 4 岡本　和剛 男子 4 西村友秀 男子

5 千木良　宏隆 男子 5 清水　雄一 男子 5 藤原　弥 男子 5 堤俊輔 男子

6 飛田　健一 男子 6 上村　昂矢 男子 6 藤田　亮嗣 男子 6 難波皓平 男子

7 山本　靖昌 男子 7 上野　良太 男子 7 加藤　建人 男子 7 関敦史 男子

8 木村　拓未 男子 8 斉藤　晴正 男子 8 杉本　潤一郎 男子 8 田原大作 男子

9 牛島　嵩之 男子 9 八代　雄貴 男子 9 山下　泰裕 男子 9 猪狩秀臣 男子

10 井田　礼子 女子 10 森川　周平 男子 10 鳥屋　智大 男子 10 中山雄介 男子

11 今井　智子 女子 11 新実　信敏 男子 11 川合　遼星 男子 11 中田潤 男子

12 牛島　愛子 女子 12 浦部　俊之 男子 12 内藤　裕喜 男子 12 平井雅章 男子

13 加藤　理沙 女子 13 中村　元気 男子 13 辻　雄介 男子 13 田中祐子 女子

14 殿岡　明恵 女子 14 相賀　遥介 男子 14 藍澤　法子 女子 14 畠掘誉子 女子

15 溝口　華江 女子 15 常盤　滋 男子 15 三重野　公美 女子 15 平井あゆみ 女子

16 今井　宗丈 壮年 16 和田　貴美子 女子 16 和田　治子 女子 16 石原教子 女子

17 佐野　芳則 壮年 17 斉藤　妙 女子 17 原田　亜紀 女子 17 三科遥 女子

18 古城門　晋 壮年 18 清水　さやか 女子 18 南　聖子 女子 18 高谷かほる 壮年

19 山田　雅史 壮年 19 森川　みどり 女子 19 宇野　由美子 女子 19 池本亜紀 壮年

20 遠藤　和美 壮年 20 浦部　朋子 女子 20 箕輪　華 女子 20 橋本泰子 壮年

21 渋谷　泉 壮年 21 常盤　知子 女子 21 清水　滋子 女子 21 運天晶子 壮年

22 太田　美和 壮年 22 梁川　紫織 女子 22 鈴木　薫 女子 22 渡邊康子 壮年

23 岡崎　泰子 壮年 23 池谷　江利子 女子 23 新谷　恵未 女子 23 原良子 壮年

24 成毛　陵子 壮年 24 綿村　　恵 女子 24 塩澤　しのぶ 女子 24 海波洋二 壮年

25 長谷川　昌枝 壮年 25 高橋　智里 女子 25 村田　珠美 女子 25 里見知俊 壮年

26 平野　葉子 壮年 26 土屋　年史 壮年 26 藤原　ちひろ 女子 26 中村達哉 壮年

27 27 藤木　浩 壮年 27 原田　浩司 壮年 27 河崎一洋 壮年

28 28 石橋　秀章 壮年 28 水畑　郁生 壮年 28 齋藤正仁 壮年

29 29 黒部　道夫 壮年 29 西村　徳浩 壮年 29 田中武 壮年

30 30 村上　憲生 壮年 30 高原　豊 壮年 30 難波謙二 壮年

11　狛江市

　　硬式テニス協会

監督　田中　航太

１　　部

６　稲城市 ８　多摩市

　　テニス連盟 　　硬式庭球連盟

監督　高見　泰世 監督　山本　大輔

９　三鷹市

　　テニス協会

監督　山﨑　武志



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 菊地　恵太 男子 1 瀬尾　彰彦 男子 1 田澤　徳彦 男子 1 下山　健 男子

2 会津　勇矢 男子 2 中村　裕基 男子 2 佐藤　郷 男子 2 園田  勇也 男子

3 所　隆斗 男子 3 中嶋　慶太 男子 3 鈴木　大介 男子 3 斉藤　新 男子

4 赤坂　繁和 男子 4 渡瀬　広崇 男子 4 岡垣　光祐 男子 4 大森　崇久 男子

5 井上　謙介 男子 5 森　博之 男子 5 村井　凌 男子 5 松尾　真之 男子

6 小日向　啓 男子 6 山田　裕介 男子 6 高梨　惇 男子 6 板山　静季 男子

7 市野瀬　邦吉 男子 7 白石　翔也 男子 7 西村　平路 男子 7 渡辺　怜治 男子

8 井上　智子 女子 8 小林　茂樹 男子 8 黒住　恒 男子 8 河野　広樹 男子

9 中尾　葉子 女子 9 乃美　晴俊 男子 9 金澤　純 男子 9 菊川　和樹 男子

10 本橋　亜紀子 女子 10 髙木　規之 男子 10 鈴木　光 男子 10 佐伯　健多 男子

11 吉田　由美 女子 11 鈴木　大樹 男子 11 尾形　浩平 男子 11 富永　旭央 男子

12 水谷　良子 女子 12 末松　悠翔 男子 12 辻内　康佑 男子 12 齋藤　園子 女子

13 山田　美幸 女子 13 森 健太郎 男子 13 勝田　匠 男子 13 武田　沙弥香 女子

14 宮田　みほ 女子 14 武田　隼人 男子 14 井上　昌美 女子 14 太田　彩子 女子

15 本橋　太郎 壮年 15 鈴木 麻衣 女子 15 相馬　靖子 女子 15 河内　希美 女子

16 酒井　宏宣 壮年 16 乃美 智子 女子 16 勝田　絢子 女子 16 大橋　春佳 女子

17 酒本　丸 壮年 17 田中 陽子 女子 17 安形　玲耶 女子 17 板山　菜都美 女子

18 萩原　直樹 壮年 18 菅野 茜 女子 18 齋藤　千穂 女子 18 伊藤　仁美 女子

19 今井　賢一 壮年 19 栗林　睦子 女子 19 大川　雪奈 女子 19 小菅　智子 壮年

20 三宅　和幸 壮年 20 小野 有希子 女子 20 林　　和 女子 20 藤井　直子 壮年

21 寺崎　隆 壮年 21 佐野 雅子 壮年 21 八木沢　勢子 女子 21 長谷川　弘子 壮年

22 小沼　館博 壮年 22 並河　久美 壮年 22 加藤　晴美 女子 22 田村　豊美 壮年

23 23 手塚　陽子 壮年 23 高島　日出子 女子 23 西野　智彦 壮年

24 24 瀧澤 麻弥　 壮年 24 蛭町　巧 壮年 24 角川　英己 壮年

25 25 野口 安以子 壮年 25 高橋　浩二 壮年 25 鈴木　勝利 壮年

26 26 森末　浩史 壮年 26 土井　憲 壮年 26 伊藤　和夫 壮年

27 27 高橋 博文 壮年 27 榊原　慎吾 壮年 27 鳥海　元哉 壮年

28 28 宇川 保之 壮年 28 新井　正通 壮年 28 戸塚　康幸 壮年

29 29 森 貴之 壮年 29 早川　明彦 壮年 29 米村　健 壮年

30 30 清 隆一郎 壮年 30 30 加藤 幸宏 壮年

16　府中市

　　庭球連盟

監督　田村　豊美

１　　部

12　東久留米市 13　西東京市

　　テニス連盟 　　硬式テニス協会

監督　本橋　太郎 監督　瀬尾　彰彦

14　調布市

　　テニス連盟

監督　田澤　徳彦



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 帰山 雅人 男子 1 姫田 章宏 男子 1 千嶋章也 男子 1 鈴木　優輝 男子

2 谷 圭右 男子 2 八田 一彦 男子 2 志田朋哉 男子 2 山下　文彦 男子

3 早原 拓真 男子 3 石川 達也 男子 3 旭匡久 男子 3 秋山　翔 男子

4 中嶋 悠斗 男子 4 輿石 悠太 男子 4 数野史明 男子 4 小澤　伸男 男子

5 市川 豪 男子 5 宮崎 海人 男子 5 相澤智章 男子 5 近藤　聡 男子

6 江森 剛 男子 6 山本 紘之 男子 6 上原一貴 男子 6 野田　潤一 男子

7 太田 浩介 男子 7 原田 明広 男子 7 坂口恵太郎 男子 7 安樂　勇樹 男子

8 今井 秀星 男子 8 橋本 考佐 男子 8 大川将利 男子 8 杉原　寅行 男子

9 桜井 健 男子 9 針原 隆之 男子 9 渡辺健太郎 男子 9 奈良　陽子 女子

10 佐藤 史隆 男子 10 杉橋 悠樹 男子 10 榎戸恵 女子 10 小原　綾子 女子

11 高橋 佳希 男子 11 石塚 響 男子 11 斎藤貴子 女子 11 秋山　江里 女子

12 義本 範人 男子 12 鈴木 健 男子 12 中村佳子 女子 12 泉　ひさ江 女子

13 長谷川 莉緒 女子 13 酒井 陽悠 男子 13 丹羽圭子 女子 13 岡崎　久枝 女子

14 桜井 佳織 女子 14 岸辺 多恵 女子 14 梅田優江 女子 14 山下　千鶴子 女子

15 小岩 めぐみ 女子 15 安藤 圭子 女子 15 宮崎江津子 女子 15 野村　美保子 女子

16 宇津木 温 壮年 16 杉橋 由加 女子 16 山口芳子 女子 16 綿貫　智子 女子

17 山岸 史明 壮年 17 斎藤 洋子 女子 17 中村恭世 女子 17 宝田　祐美 女子

18 浅野 純也 壮年 18 森島 千晴 女子 18 小鷹千秋 女子 18 田村　恵子 女子

19 白戸 眞二郎 壮年 19 大石　美由紀 女子 19 大川真理子 女子 19 山前　香 女子

20 杉本 靖 壮年 20 志賀 千賀子 壮年 20 山崎友紀 女子 20 山岸　土岐子 女子

21 木澤 正朗 壮年 21 姫田 清代 壮年 21 北村紀美子 女子 21 金　雅克 壮年

22 池田 恵美子 壮年 22 吉川 芳美 壮年 22 水村規代 女子 22 清水　雅之 壮年

23 勝盛 桂 壮年 23 丹下 裕子 壮年 23 福田篤史 壮年 23 奈良　正義 壮年

24 中村 文子 壮年 24 由田 秀行 壮年 24 福田美和 壮年 24 山下　博彦 壮年

25 中村 優貴子 壮年 25 山口 善朗 壮年 25 平野保英 壮年 25 永松　俊哉 壮年

26 横田 直子 壮年 26 工藤 敏雄 壮年 26 橋本俊宜 壮年 26 松井　正好 壮年

27 藤沢 三幸 壮年 27 山田 實 壮年 27 小鷹安二 壮年 27 加藤　良弘 壮年

28 木村 恵子 壮年 28 杉田 喜市 壮年 28 水原徹 壮年 28

29 山口 由加里 壮年 29 赤毛　裕 壮年 29 木下真一 壮年 29

30 才木 みどり 壮年 30 竹本 勝 壮年 30 鈴木恵一 壮年 30

監督　帰山 雅人 監督　姫田 章宏

２　　部

１　武蔵野市 ３　昭島市

　　テニス連盟 　　テニス協会

４　青梅市

　　テニス協会

監督　千嶋章也

５　羽村市

　　テニス連盟

監督　鈴木　優輝



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 毛利　修 男子 1 一守泉輪 男子 1 長谷部 翔 男子 1 道岡　優太 男子

2 齊藤雄太 男子 2 戸塚 拓也 男子 2 長谷部 慎 男子 2 土居　佑太 男子

3 橋本憲明 男子 3 堀 諭 男子 3 上嶋 康弘 男子 3 松川　智洋 男子

4 大森孝幸 男子 4 船橋 直貴 男子 4 松本 正和 男子 4 相川　優人 男子

5 大野正義 男子 5 大塚 潤 男子 5 狩谷 大樹 男子 5 鹿子島　薫 男子

6 藤田久範 男子 6 落合 真 男子 6 枝広　憲 男子 6 土田　大介 男子

7 小宮研次 男子 7 片岡 一洋 男子 7 舩越　健 男子 7 高森　峻 男子

8 石田 祐貴 男子 8 三浦 隼人 男子 8 四ノ原 冬徒 男子 8 奥津　源基 男子

9 高橋翔吾 男子 9 八木 秀和 男子 9 村岡　宏樹 男子 9 大居　悟 男子

10 唐沢亮 男子 10 池永 寛 男子 10 鈴木　遥 男子 10 倉部　涼 男子

11 笹谷穣 男子 11 塚本 直哉 男子 11 安光　悠人 男子 11 中村　聡 男子

12 宗像泰壮 男子 12 大山 裕宣 男子 12 浅沼　孝治 男子 12 玉井　沙英 女子

13 鳴島大輔 男子 13 松本 千栄 女子 13 宮下 華子 女子 13 溝呂木　郁 女子

14 鈴木千穂 女子 14 林 景子 女子 14 長谷部 杏幸 女子 14 田中　陽子 女子

15 高杉真澄 女子 15 濱村 いづき 女子 15 四ノ原　真紀 女子 15 円明　明代 壮年

16 宮下純子 女子 16 堀之内 あゆみ 女子 16 佐藤　歩 女子 16 船津丸　幸恵 壮年

17 岡崎由布子 女子 17 近藤 由紀 女子 17 齋藤 真奈美 女子 17 佐甲　久美子 壮年

18 高木頌佳 女子 18 山崎 恭子 女子 18 牧窪 としえ 女子 18 石川　智子 壮年

19 植木絵美 女子 19 志田 香 女子 19 諸星　幸子 女子 19 千葉一平 壮年

20 折居智恵美 女子 20 山崎 槙与 女子 20 長澤 陽子 女子 20 中村　幸司 壮年

21 中美龍治 壮年 21 増田 由香 女子 21 枝広　奈津子 女子 21

22 高橋浩道 壮年 22 大山 美穂 女子 22 安藤 美和 女子 22

23 関根武久 壮年 23 山崎 由利子 壮年 23 小林 里咲 女子 23

24 奥豊 壮年 24 山本 真知子 壮年 24 西田 博子 女子 24

25 芝厚志 壮年 25 中川 紀子 壮年 25 小暮 希美子 女子 25

26 栗原健一 壮年 26 千葉 憲一 壮年 26 田中　一樹 壮年 26

27 福若久則 壮年 27 松本 匡史 壮年 27 齋藤 太一 壮年 27

28 大田信行 壮年 28 濱村 一郎 壮年 28 西田 雅一 壮年 28

29 上村卓也 壮年 29 堀 洋明 壮年 29 小山 英之 壮年 29

30 岸川幸則 壮年 30 30 梅津　聡 壮年 30

監督　唐沢　亮 監督　堀 　洋明 監督　長谷部 　翔 監督　大居　悟

２　　部

６　東大和市 ７　日野市 ８　小平市 ９　町田市

　　テニス連盟 　　テニス協会 　　テニス協会 　　テニス協会



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 黒崎　充博 男子 1 後藤 匡男 男子 1 西村　健 男子 1 岩佐　竜一 男子

2 小泉　聡一 男子 2 鈴木 麻冬 男子 2 小野　陽一 男子 2 木下　慶一 男子

3 木塚　佳嗣 男子 3 漆原 英実 男子 3 神田　信治 男子 3 中　聡 男子

4 坪井　壘 男子 4 山田 光貴 男子 4 永阪　慎一 男子 4 金生　友樹 男子

5 石川　悟 男子 5 吉田 剛毅 男子 5 北出　恵太 男子 5 佐野　和彦 男子

6 沼崎　健司 男子 6 佐藤 喜裕 男子 6 中村　元洋 男子 6 伊丹　温徳 男子

7 野村　耀一 男子 7 高橋 和希 男子 7 今泉　吾郎 男子 7 清水　雄司 男子

8 保坂　利華 女子 8 田巻 秀樹 男子 8 竹尾　尚之 男子 8 金井　孝晃 男子

9 薄井　美和 女子 9 阿部 恒弘 男子 9 田中　準也 男子 9 渡辺　浩司 男子

10 高群　五月 女子 10 鈴木 雅也 男子 10 平井　英子 女子 10 猪股　和代 女子

11 柴宮　幸子 女子 11 町田 とよ子 女子 11 松尾　美穂 女子 11 清水　和子 女子

12 岡部　美保 女子 12 緒方 輝代 女子 12 久野木　美穂 女子 12 中　容美 女子

13 沼崎　美香 女子 13 大津　恵子 女子 13 鈴木　恵美 女子 13 伊東　直美 女子

14 滝沢　紀子 女子 14 漆原　美幸 女子 14 武捨　雪恵 女子 14 岩佐　慶子 女子

15 堀之内　智子 女子 15 大橋　正子 女子 15 萩原　若子 女子 15 内野　みか 女子

16 山本　真治 壮年 16 鈴木 由依 女子 16 橋本　千佳 女子 16 圓谷　智子 女子

17 横田　浩 壮年 17 関原祐子 女子 17 鈴木　智子 女子 17 前村　美佐子 女子

18 谷津　純一 壮年 18 阿部由布子 女子 18 篠塚さおり 女子 18 端山　るみ子 女子

19 杉原　亮 壮年 19 渡辺京子 女子 19 深沢　悌造 壮年 19 山田　亜子 女子

20 児美川　吉朗 壮年 20 南林 直樹 壮年 20 米谷　一豊 壮年 20 高平　恵美 女子

21 澤田　修 壮年 21 紺清 公介 壮年 21 佐藤　正弘 壮年 21 鏑木　慶子 女子

22 杉山　幹彦 壮年 22 気賀沢 陽一 壮年 22 菊池　常広 壮年 22 山中　圭子 女子

23 山本　俊郎 壮年 23 西川 正泰 壮年 23 杉田　英夫 壮年 23 下田　野理男 壮年

24 24 松原　茂 壮年 24 24 伊東　賢二 壮年

25 25 富田　浩 壮年 25 25 猪股　忠明 壮年

26 26 田代 克寿 壮年 26 26 圓谷　慶輔 壮年

27 27 石山 雅章 壮年 27 27 中内　幸治 壮年

28 28 坂井 敏夫 壮年 28 28 小池　有三 壮年

29 29 宮下　恒郎 壮年 29 29 伊藤　幸雄 壮年

30 30 30 30 高橋　昭 壮年

監督　山本　真治 監督　南林 直樹 監督　西村　健 監督　中　聡

２　　部

10　国立市 11　清瀬市 12　あきる野市 13　瑞穂町

　　テニス連盟 　　テニス協会 　　硬式テニス連盟 　　テニスクラブ



№ 氏名 区分 № 氏名 区分 № 氏名 区分

1 佐藤　隆一郎 男子 1 内野　貴之 男子 1 田中　竜之介 男子

2 江島　幸成 男子 2 小澤　哲之 男子 2 狩野　晃伸 男子

3 笠間　俊介 男子 3 中山　秀之 男子 3 島崎　聡 男子

4 坂上　孝男 男子 4 磯部　勇志 男子 4 河北　恵太郎 男子

5 池澤　陽一郎 男子 5 伊藤　大輝 男子 5 手島　翔太 男子

6 小林　宏 男子 6 竹山　良行 男子 6 関　峰伸 男子

7 鈴木　明 男子 7 高橋　英樹 男子 7 平尾　優 男子

8 渡辺　秀一 男子 8 吉川　基樹 男子 8 一山　貴洋 男子

9 石川　滉太 男子 9 福島　雄貴 男子 9 下岡　秀壽 男子

10 鈴木　正典 男子 10 伊藤　友弥 男子 10 落井　隆之 男子

11 森田　克司 男子 11 藤井　大地 男子 11 田中　有葵子 女子

12 金子　剛之 男子 12 金子　みさほ 女子 12 島崎　亜澄 女子

13 久島　康義 男子 13 川口　久子 女子 13 川手　純子 女子

14 小川　ともこ 女子 14 小林　めぐみ 女子 14 清水　良枝 女子

15 小林　智子 女子 15 高橋　千枝 女子 15 蛭田　麻美 女子

16 小峰　教子 女子 16 杉江　美奈子 女子 16 黒田　有紗 女子

17 長岡　敦子 女子 17 田中　裕子 女子 17 本多　真理子 女子

18 池田　華織 女子 18 中嶋　明子 女子 18 礒田　多賀子 女子

19 山口　麻子 女子 19 高橋　千絵 女子 19 梶岡　秀規 壮年

20 梶　智子 女子 20 近藤　礼子 女子 20 宮本　俊八 壮年

21 小川　義浩 壮年 21 中村　亜矢子 女子 21 岸　健治 壮年

22 佐古　年春 壮年 22 宮内　由子 女子 22 伊藤　周平 壮年

23 遠山　満 壮年 23 松尾　喜代美 女子 23 石川　学 壮年

24 岡田　達夫 壮年 24 渡辺　由美子 女子 24 五十崎　芳正 壮年

25 古賀　靖人 壮年 25 佐伯　勉 壮年 25 満尾　浩 壮年

26 小林　隆夫 壮年 26 網代　浩久 壮年 26 望月　貞男 壮年

27 大川内　周二 壮年 27 宮内　瞳畄 壮年 27 半田　洋一 壮年

28 森田　正人 壮年 28 堀川　茂 壮年 28

29 荒井　誠一 壮年 29 山本　武司 壮年 29

30 佐藤　清輝 壮年 30 野口　広和 壮年 30

監督　大川内　周二 監督　中山　秀之 監督　島崎　聡

２　　部

14　福生市 15　武蔵村山市 16　小金井市

　　テニス協会 　　テニス協会 　　テニス連盟



〈 注 意 事 項〉

（ １ ） オーダ交換時に選手が不足の場合は、 対戦は不成立と 見なし 、 選手不足のチームの負

けと する 。 その場合の扱いは、 棄権と する 。 なお、 そろったメ ンバーで親睦試合を要

項の試合方法で行う こ と ができ る 。

（ ２ ） オーダ交換後の選手の変更はでき ないが、 ラ ウ ンド 毎に選手の変更はでき る 。

（ ３ ） 不慮の事態によ り 、 オーダ交換後に試合が一時中断、 又は、 後日に延期になった場合

は、 次の措置を取る 。

１ ） 当日再開する 場合： 選手の変更はでき ない。 ま た、 選手に不足が生じ た場合、 不足

側の棄権負けと し そのポイ ント を失う 。

２ ） 後日再開する 場合： 試合途中を除き 選手の変更はでき る 。 ま た、 選手に不足が生じ

た場合、 不足側の棄権負けと し そのポイ ント を失う 。

（ ４ ） 予備日をも ってし ても 試合が終了し なかった場合の日程等は後日定める 。

（ ５ ） 試合中の選手へのコ ーチングは監督等ベンチ入り し た１ 名から エンド チェ ンジの90秒

間に受ける こ と ができ る 。

（ ６ ） 参加資格に違反のあった場合は、 発見さ れた時点で正式試合は中止し 、 親睦試合に切

り 替える 。 違反し たチームはス コ アに関係なく 負けと する 。

（ ７ ） アンパイ アを付ける かどう かは対戦者同士で決める こ と ができ る が、 両者が折り 合い

のつかない場合は、 ソ ロ チェ アアンパイ ア（ S .C.U） 制を採用する 。

（ ８ ） 壮年と は、 1972年12月31日以前に誕生し た男女を言う 。

（ ９ ） ケガ等不慮の事故については、 主催者が選手にかけた保険の範囲で対処する が、 それ

以上のこ と は責任を負わない。 。

（ 10） その他のルールは日本テニス 協会発行の「 テニス ルールブッ ク 」 2022年版を準用する 。

（ 11） Ｔ シャ ツの着用は認めない。

（ 12） 試合前のウ ォ ームアッ プはサービス ４ 本と する 。

（ 13） 雨天のお問い合せは、 昭和の森ス ポーツセンタ ー TEL042-543-2103( 7時30分に決定）

090-8507-0678( 丸山）


