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第23回 チーム対抗戦　　男子 本戦
F

本戦　6月30日 ： 上柚木公園テニスコート

1 オリンパスA
予備日 7月7日 ： 上柚木公園テニスコート

Flat Field



選手9 渡邊　英樹 青木　和也

選手10 渡辺　史典 林　英範

選手7 田島　稔 野辺地　隼人 森田　高廣

選手8 三原　健太 斉藤　冬嗣

選手5 百瀬　直樹 北村　貴直 高見　泰世 滑川　統也

選手6 岩崎　唯信 筒　孝夫 中山　秀之 萩原　知克

選手3 平松　正幹 鈴木　晢人 佐藤　教貴 三神　秀嗣

選手4 岡本　実 澤田　真 白石　翔也 田村　達也

選手1 小川　智広 小室　正利 大山　裕宣 及川　武徳

選手2 山下　大輔 中村　元洋 近藤　聡 三ツ石　茂夫

チーム名 TM-D FFTNクラブチームＫ green hill Ｂ SEVEN-STYLE

監　督 小川　智広 小室　正利 中山　秀之 及川　武徳

Eブロック Fブロック Gブロック Hブロック

選手10 田中　秀和 村田　義彦

11 8 40 13

選手8 野間口　洋平 中條　隆志 前川　祐介 松井　祥一

選手9 高橋　佳弥 福島　浩 井上　正広 辻　善文

選手6 川端　聡史 住田　直樹 駒井　政秀 木村　博之

選手7 乗附　順行 難波　知行 佐藤　清 小竹　希

選手4 鈴木　健 小川　隆 是永　亘志郎 高塚　洋文

選手5 赤坂　繁和 児玉　春樹 新井　正通 中野　安晃

選手2 増田　満孝 相原　茂樹 小林　健治 三松　潤

選手3 上野　貴史 内田　徹 大貫　清夫 比地原　邦彦

監　督 木村　友哉 佐藤　宏之 林　康久 窪谷　俊之

選手1 木村　友哉 佐藤　宏之 林　康久 窪谷　俊之

チーム名 チームたなべ FFTNクラブチームＳ ナチュラルVテニスクラブ　C オリンパスB

32 7 31 22

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

選手10 福嶋　一樹　 棈松　雄樹 渡辺　雅由

予選リーグ通過チーム

選手8 小川　貴士 松田　智行 角川　英己 松本　和久

選手9 高原　豊 高安　拓弥 上野　良太 篠原　直之

選手6 池田　雅則 柄沢　庄一 森田　正英 吉澤　俊行

選手7 中村　祐也 中村　洋平 惣福　英次 福地　匠

選手4 野村　孝太郎 野田　祥司 松尾　真之 高橋　翔希

選手5 佐藤　大輔 高田　郁弥 井上　宙 三田　圭輔

選手2 雨宮　文夫 山下　聖矢 太田　茂晴 堀金　裕一

選手3 塩野　貴司 長尾　友隆 土屋　年史 黒崎　充博

監　督 山口　和宏 後藤　渉 平田　憲作 永田　浩康

選手1 山口　和宏 後藤　渉 平田　憲作 永田　浩康

チーム名 AZUSA ベアーズファミリーテニスサークルA Flat Field TTD-A

選手10 岡田　英之 佐藤　孝平

46 48 17 26

選手8 田中　智大 西見　正史 釣井　洋典 飯島　雅人

選手9 吉竹　伸公 馬　占江

選手6 戸塚　拓也 関根　健太 青木　晃 南　修

選手7 三好　佑弥 中村　元気 鈴木　俊二 田中　伸幸

選手4 伊藤　也真人 児玉　怜士 陶延　哲也 植竹　貴彦

選手5 岩瀬　仁寿 下東　大介 大野　稔 薮内　敬太

選手2 山下　敏弘 池田　貴之 岡田　栄一 平松　壮一

選手3 中西　雄大 池田　祐弥 岡田　浩二 平松　佑麻

監　督 宇内　三郎 旭　匡久 髙橋　和仁 磯辺　千春

選手1 宇内　三郎 旭　匡久 髙橋　和仁 磯辺　千春

チーム名 オリンパスA green hill Ａ 八王子市役所 南大沢α

21 39 42 14
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予選リーグ　勝利チーム 予選から勝ち上がったチームは9：30までに受付を行ってください。
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２ ２

9:45 9:45

１ ０

5 ナチュラルVテニスクラブ　A AZUSA－ａ 13
２ ３

０ ０

4 D-tennisＡ 南大沢αA 12
２ ２

9:45 9:45

０ ０ ２ ０

green hill 11
３ ３

３
3 ナチュラルVテニスクラブ　B

３ ０

０

１ ３
2 南大沢αB ベアーズＡ 10

9:45 9:45

9
２ ０

第23回 チーム対抗戦　　女子 本戦
F

本戦　6月30日 ： 上柚木公園テニスコート

1 Flat Field
予備日 7月7日 ： 上柚木公園テニスコート

M･T･C



選手11 雨宮　千果
選手12 木村　文子

選手9 衛藤　純子 折橋　享代
選手10 松浦　雅子 高野　尚子

選手7 白浜　昌子 矢野　彰子 庄司　かおる 青木　美代子
選手8 宮坂　明子 加藤　千裕 蝦名　律子 山岡　敦子

選手5 佐藤　友美 芝本　裕美 為沢　祐子 神田　恵美子
選手6 立川　直子 石崎　咲香 穴井　直美 飯沼　和子

選手3 越智　理恵子 阿部　里衣菜 倉橋　香奈子 下村　美智子
選手4 鎌田　幸恵 阿部　菜々子 城所　玲子 薄井　真弓

選手1 杉山　智子 福本　舞 永瀬　美佳 甲谷　由里子
選手2 板倉　朋恵 濱中　里砂 野崎　美紀 東　直美

チーム名 ベアーズＢ TM-M テニスチームギャザー ナチュラルVテニスクラブ　C

監　督 杉山　智子 福本　舞 永瀬　美佳 林　千早

Eブロック1位 Fブロック1位 Gブロック1位 Ａブロック２位

選手12
28 8 25 20

選手10
選手11

選手8 玉井　朝美 坂口　詩織
選手9 山口　弘子 澤田　波美

選手6 山口　綾子 岡部　美保 吉田　あけみ 南　淳子
選手7 吉田　貴子 冨山　恵子 小山　由香利 濱村　いづき

選手4 花畑　めぐみ 近藤　紀子 植竹　八百子 土方　章江
選手5 三原　美紗子 山口　まゆみ 平山　みゆき 八木　陽子

選手2 大山　美穂 中川　由雅里 坂口　恵美子 安藤　圭子
選手3 斉藤　園子 武川　美代子 澤田　可奈 黒田　由美

監　督 大山　美穂 林　千早 新澤　淳子 井上　千枝
選手1 池田　真代 永峰　裕子 新澤　淳子 井上　千枝

チーム名 green hill ナチュラルVテニスクラブ　B 南大沢αB ベアーズＡ

23 19 11 29

Aブロック1位 Bブロック1位 Cブロック1位 Dブロック1位

選手12

予選リーグ通過チーム

選手10 八木　えい 水村　規代 中島　真紀子
選手11

選手8 山本　千鶴子 太田　恭子 石神　知子 奥村　昌子
選手9 佐藤　友子 田島　里美 竹内　朋子 大貝　まゆみ

選手6 兵藤　真理子 中村　真澄 笠井　柴乃 中原　やよい
選手7 水野　都美枝 田中　佐知子 馬場　明子 清水　亜紀

選手4 西國　尚子 佐藤　美加 長田　敬子 木村　理絵
選手5 安斎　美保 三浦　里江 石川　晶代 速水　ちづ子

選手2 和田　美智子 勝盛　桂 川崎　とし子 杉田　真奈美
選手3 畠山　瑞江 田中　明美 澤田　清美 野田　園子

監　督 兵藤　真理子 宮森　幸恵 長谷川　昌代 中原　やよい
選手1 竹内　容子 宮森　幸恵 長谷川　昌代 角能　由美子

チーム名 D-tennisＡ AZUSA－ａ M･T･C エミネンステニスクラブ

選手12 溝口　華江 西田　博子

6 26 17 14

選手10 棚橋　有紀 大門　陽子
選手11 西口　葉月 中村　寛子

選手8 齋藤　妙 姫田　清代 石田　佐保 小島　てるみ
選手9 佐甲　久美子 岸辺　多恵

選手6 太田　美和 小坂　温子 宮城　朋子 水野　奈穂子
選手7 乙幡　真由美 北原　明美 長谷川　昌枝 林　智子

選手4 漆原　美幸 関　明子 下林　京子 浅間　千秋
選手5 圓明　明代 大神　杏子 小暮　希美子 土肥　奈保子

選手2 岩下　江里 山本　真知子 金子　由枝 森田　由香里
選手3 牛島　愛子 矢嶋　幸子 田中　節子 山本　葉子

監　督 平田　裕子 尾崎　由美子 吉原　紀美 林　千早
選手1 平田　裕子 尾崎　由美子 吉原　紀美 林　千早

チーム名 Flat Field SEVEN-STYLE 南大沢αA ナチュラルVテニスクラブ　A

15 9 10 18

シード#1 シード#2 シード#3 シード#4


