
日　 程 会     場 ﾍﾟｰｼﾞ

3月9日(土) ミックス２部予選リーグ 中央公園 7

3月10日(日) 予備日 中央公園

3月16日(土) ミックス２部決勝トーナメント 中央公園

々 ミックス１部決勝トーナメント 中央公園 6

3月17日(日) 女子ダブルス２部予選リーグ 中央公園 5

3月20日(水) 予備日 中央公園

3月23日(土) 女子ダブルス２部決勝トーナメント 中央公園

々 女子ダブルス１部決勝トーナメント 中央公園 4

3月24日(日) 男子ダブルス２部予選リーグ 中央公園 3

3月30日(土) 男子ダブルス２部決勝トーナメント 中央公園

3月31日(日) 男子ダブルス１部決勝トーナメント 中央公園 2

4月6日(土) 予備日 上水公園

4月7日(日) 予備日 上水公園

4月13日(土) 女子シングルス 上水公園 8

4月14日(日) 女子シングルス（残り） 上水公園

4月20日(土) 予備日 上水公園

4月21日(日) 男子シングルス１部（1～16） 上水公園 9

々 男子シングルス２部（1～64） 上水公園 10

4月27日(土) 男子シングルス１部（17～32） 上水公園 9

々 男子シングルス２部（65～128） 上水公園 11

4月28日(日) 男子シングルス１部（残り） 上水公園

々 男子シングルス２部（残り） 上水公園

4月29日(月) 予備日 上水公園

5月3日(金) 予備日 上水公園

5月4日(土) 予備日 上水公園
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㈳ 小 平 市 体 育 協 会

種目・クラス

主催 小 平 市 テ ニ ス 協 会

協賛 ㈱ ラ ケ ッ ト シ ョ ッ プ フ ジ
ブ リ ヂ ス ト ン ス ポ ー ツ ㈱

落丁、乱丁がありましたら、市民総合体育館でお取替えください。

または、テニス協会ホームページから当該ページをダウンロードして下さい。

　　　http://members2.jcom.home.ne.jp/tns.kyokai/



 １． 主催 小平市テニス協会、(社)小平市体育協会
 ２． 協賛 ㈱ラケットショップ フジ、ブリヂストンスポーツ㈱ ３.試合球　 ブリヂストンXT-8
 ４． 会場 (市営)中央公園テニスコート、(市営)上水公園テニスコート。（何れも砂入り人工芝４面）

 ５． クラス 予選ﾘｰｸﾞ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 試合方式

1R～4R = 3月31日(日)

残り試合 = 4月6日(土)

２部 3月24日(日) 3月30日(土) ６ｹﾞｰﾑ先取

１部 － 3月23日(土) ８ｹﾞｰﾑ先取

２部 3月17日(日) 3月23日(土) ６ｹﾞｰﾑ先取

１部 － 3月16日(土) ８ｹﾞｰﾑ先取

２部 3月9日(土) 3月16日(土) ６ｹﾞｰﾑ先取

１部

２部

１部２部

1R～3R = 4月13日(土) ※６ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ
残り試合 = 4月14日(日) (6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

注：組合せは全て抽選。希望日時は指定できません。抽選結果はプログラムに掲載します。
注：出場種目数に制限はありませんが、同一種目内の１部２部両方には出場できません。
注：1種目当りの参加申込数によっては日程が増減する場合があります。
注：1種目当りの参加申込数が4に満たない種目は中止し参加費をお返しします。
注：全種目ノーアドバンテージ。(40-40の後、1ポイントでゲームの得失を決める）

 ６． 予選リーグ (1)参加者を第1～4グループに分けて集合時間を設定、各グループ毎に抽選で3組または
　　 4組で構成するブロックを作りリーグ戦を行う。3組、4組いずれも1組当り2試合行う。
(2)各ブロックの1位（4組の場合は1位、2位）は決勝トーナメントに出場できる。
(3)決勝トーナメントは開催日当日、抽選により組み合わせを決める。

 ７． 表彰 優勝、準優勝、第3位（16ドローを超えたとき)
 ８． 出場資格 中学生以上。小平市在住・在学・在勤（市内で勤務実体を伴なう学生以外の社会人)者。

2011年秋～2012年秋の優勝・準優勝者は、その種目の2部には同一ペアーでは今回出場
できません。男子シングルスは2011年秋～2012年秋の優勝～３位は２部に出場できません。
 (注意)大会参加資格の証明を求める場合があります。

 ９. 参加費 ダブルス2,500円/組、　シングルス2,000円/人
10. 申込方法 2013年2月19日(火)までに小平市体育協会事務局（中央公園市民総合体育館内）に

参加申込書に参加費を添えてお申込ください。申込後の変更や参加費返還はできません。
11. プログラム 2013年2月27日、小平市テニス協会ホームページに掲載します。

2013年3月2日以降、市民総合体育館、上水コート、天神コートに置きます。
12. 天候その他により大会開催状況が不明の場合

(1)所定時刻までにコートに参集して下さい。電話による問い合わせはできません。
(2)日程変更等は中央公園開催日は中央公園市民総合体育館入り口掲示板に掲示し
　　上水公園開催日は管理事務所入り口に掲示します。
(3)テニス協会ホームページでも案内予定。（ただし掲載時刻が遅れるときがあります）

13． 出席届け (1)エントリー届出時刻迄に必ず（ペアは二人で）エントリー届出を済ませてください。
　　所定の時刻までに届出がない場合は棄権となります。
(2)試合開始のコール時点で不在の場合も棄権となります。

14． 試合は全てチェアアンパイアがつかない試合（セルフジャッジ）で行います。
その他、｢JTA TENNIS RULE BOOK ｣(最新版)ルールに準拠します。

15． 試合前の練習時間は原則としてありません。一人サービス4本のみとします。
16． 大会会場や移動中の事故による負傷等や、貴重品の紛失等について

会場での応急措置以外主催者側では責任を負いません。（傷害保険加入）

17． 本要項は天候や止むを得ない事情により変更することがあります。
2013/1/25

※６ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ
(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ) ※男女シングルス

 　初戦は８ｹﾞｰﾑ先取

#33～#64の1R～3R= 4月27日(土) _
#1～ #64の1R～3R= 4月21日(日) _

#65～#128の1R～3R= 4月27日(土) _
残り試合 = ４月28日(日) _

2013年春季小平市民テニス大会大会要項

種
目
・
日
程
・
試
合
方
式

種　　目 会　　場

 男子
   ダブルス

１部 ８ｹﾞｰﾑ先取
申込数が32以下の場合
は3月31日(日)のみ

3月9日～3月31日
中央公園

4月6日～最終日迄
上水公園

(選手用駐車場なし)

 女子
   ダブルス

 女子
　 シングルス

 ミックス

 シニア
　 ミックス

しばらく休止します

 男子
　 シングルス

#1～ #32の1R～3R= 4月21日(日) _

自転車・バイク

も交通安全！



男子ダブルス１部決勝トーナメント
3月31日 (日) 会場：中央公園

シード番号（原則として前回及び前々回の優勝･準優勝ペアを対象)

↓ 1R 2R 3R SF F

 小泉　渉 (フェアリー)
 浦岡　幸矢 (フェアリー)

 網代　優生 (フリー)
 林　健太 (フリー)
 加藤　昭生 (フリー)
 酒井　宏宣 (フリー)
 木曽　明 (フリー)

 長谷部　翔 (フェアリー)
 長谷部　慎 (みんなのテニス)

 周藤　健太 (ルネサス武蔵)
 井上　正広 (フェアリー)
 小林　一人 (ｅｌｆ)
 川上　健太郎 (フリー)
 本永　修 (ＴｅａｍＵ)

 松尾　勇祐 (錦城高校)

 下野　敦史 (ＴｅａｍＵ)

 鷺　克次 (フリー)
 矢部　尚志 (ズンバ☆しげお)
 中川　寛平 (ルネサス武蔵)

 西村　拓麻 (錦城高校)

 上杉　哲郎 (ブリヂストン)
 内藤　昭 (ブリヂストン)
 西山　武士 (フリー)

 上嶋　康弘 (ポールスタア)

23

24

10:30

(11:50)

(12:30)

30

31

29

27

② 32

22

28

17

25

20

26

19

21

18

12

7

8

9

10

15

16

2013年春季

9:00

14

① 1

2

3

4

6

13

11

5

 小林　弘平 (すばる)
 小山　英之 (すばる)

10:30

10:00

10:00

(11:10)

9:30

10:30

9:30

 田中　孝昇 (小平西高校)

 後藤　春鷹 (ＳＴＣ)
 笹谷　穣 (ＳＴＣ)

(11:50)

(11:10)

(11:10)

10:00

10:00

9:00

9:00

(11:10)

10:30

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 BYE

 梛野　裕司 (ＳＴＣ)
 板倉　敦 (ＳＴＣ)

 百瀬　威 (フリー)
 小林　理人 (フリー)
 藤野　正昭 (ルネサス武蔵)
 巧　将司 (ルネサス武蔵)

 大森　和彦 (チームカズ)
 福島　昭雄 (フェアリー)
 吉田　陵史 (小平西高校)

 網代　隆 (フリー)

 梅津　聡 (フリー)
 高野　智弘 (ブリヂストン)
 松本　正和 (ポールスタア)

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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男子ダブルス２部予選リーグ
3月24日 会場：中央公園

集合時間=

No No No

集合時間=

集合時間=

集合時間=

(1)参加者を第1～4グループに分けて集合時間を設定、各グループ毎に抽選で3組または

　　 4組で構成するブロックを作りリーグ戦を行う。3組、4組いずれも1組当り2試合行う。

(2)各ブロックの1位（4組の場合は1位、2位）は決勝トーナメントに出場できる。

(3)決勝トーナメントは開催日当日、抽選により組み合わせを決める。

※試合進行状況等により予選リーグの試合が残った場合は決勝トーナメントと同じ日に行なうことになります。

3月30日 会場：中央公園

集合時間＝ 11時50分 抽選により組み合わせを決める。

52
 嶋本　大祐 (ブリヂストン)

53
 市丸　修 (フリー)

54
 川邉　大樹 (小平西高校)

 瀧川　悠 (ブリヂストン)  服部　誠 (フリー)  當間　達也 (小平西高校)

 宮崎　亮佑 (錦城高校)
28

 小堀　星矢 (小平南高校)
 前原　理来 (錦城高校)  長谷川英男 (小平南高校)

41
 佐藤　大輔 (錦城高校)

42
 河合　充 (フジノ)

 小薗　修平 (学芸大ｅｌｆ)  辻　順 (フジノ)

 伊藤　紘平 (ＢＳＷ)
 津山　稜太 (小平高校)
 堀内　広大 (小平高校)
 山本　大悟 (小平南高校)  五十嵐一樹 (ｅｌｆ)

 臼井　誠 (小平高校)
 谷口　彬 (小平高校)

2013年春季

第１グループ

19

 松江　輔 (フリー)
 杉本　耕造 (フリー)
 橋本　威 (フリー)

 小林　和彦 (ＳＴＣ)
 保泉正太郎 (ｅｌｆ)

 鈴木　勇利 (小平西高校)
 里見　陸 (小平西高校)
 木村　賢治 (創価高校)
 土田　竜己 (創価高校)

18

10

第２グループ

11

16

 柿原　秀悟 (小平高校)

15

13
 久保　勝洋 (フェアリー)

14
 服部　謙三 (フジノ)

 久保　龍哉 (フェアリー)

8:45

32

5

(日)

1

8

4

7

 神村　隆志 (フリー)

 氏      名 (所 属)

 田口　雄一 (フリー)
 村松　聡 (錦城高校)
 谷口　広海 (錦城高校)

 恒松　興二 (虹色テニス会)
 本多　剛 (虹色テニス会)
 鈴木　博万 (ＳＴＣ)

 村山　武司 (フリー)
 長谷川裕樹 (フリー)
 筒井　浩一 (フリー)

 氏      名 (所 属)

 唐沢　亮 (日立国際電気)

 氏      名 (所 属)

 北目　哲也 (ルネサス武蔵)

 佐藤　健人 (ｅｌｆ)

 福原　恭兵 (小平高校)
 町田　智 (小平高校)
 大野　伶 (小平高校)

 中松尾　剛 (フリー)
 常盤　洋之 (フリー)
 都留　茂治 (フリー)

 今田　至洋 (錦城高校)
 寺門　将希 (錦城高校)

20

17

 服部　大芽 (フジノ)

2013年春季 男子ダブルス２部決勝トーナメント

 井上　大樹 (創価高校)
 水谷　雄彦 (フリー)
 高井　則一 (フリー)

 轟　勝仁 (ＢＳＷ)

 白谷　文春 (ＢＳＷ)
 崎口　飛勇 (ＢＳＷ)
 梶原　大知 (錦城高校)
 小池　謙太 (錦城高校)  井上　仁志 (フリー)

第３グループ 12:15

 小松　謙祐 (ＢＳＷ)
 鎌田　稔 (小平高校)
 渡辺　拓実 (小平高校)
 濱端　恭平 (小平高校)
 本田　諒太 (小平高校)

 中楯　敏之 (フリー)
 関　信幸 (ＢＳＷ)

 栢下　錬 (小平高校)
 髙橋　佑太 (小平高校)
 根本　継一 (フリー)

27

(土)

23

25

21

24

22

26

31

32 33

37

38

29 30

39 40

35 36

34

 奥本　充則 (フリー)
 上原　功 (ＳＴＣ)
 岩切　俊憲 (フリー)

 清水　俊雄 (ファイナル)  倉持　哲也 (フリー)

 高田　義隆 (ルネサス武蔵)
 飯塚　賢一 (虹色テニス会)
 中山　裕治 (虹色テニス会)
 石神　武 (日立国際電気)

12

6

9

10:30

 吉見　広幸 (創価高校)
 金澤　大介 (フリー)

 小山　秀明 (ＳＴＣ)
 小林　淳 (ＳＴＣ)

43
 田中　章 (上水ＴＣ)

44
 門田　学 (学芸大ｅｌｆ)

45
 村井　哲雄 (上水ＴＣ)

 栗原　憲一 (上水ＴＣ)  天田　裕一 (学芸大学ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫﾙﾄ)  熊谷　謙治 (上水ＴＣ)

 金子　啓一 (ｅｌｆ)

第４グループ 14:00

 土田　優馬 (小平南高校)

51
 末永　大樹 (創価高校)

 伊藤　功 (フリー)  生頭　保則 (日立国際電気)

46

 平中　大紀 (創価高校)
49

 新井　弘敏 (フリー)
50

 伊藤　哲也 (日立国際電気)

 佐竹　勇樹 (ブリヂストン)
47

 竹澤　文男 (フリー)
48

 岸　敏彦 (フリー)
 田邉　義之 (ブリヂストン)  石倉　広之 (フリー)  小沢　覚 (フリー)
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yuzurufunakoshi@live.jp
※部分、文章を短くした。1行に収まらないため。

Jyo7GL
予選が残った場合、9:00～に入れるため



女子ダブルス１部決勝トーナメント
3月23日 (土) 会場：中央公園

シード番号（原則として前回及び前々回の優勝･準優勝ペアを対象)

↓ 1R 2R SF F

※12：00頃から２部決勝Ｔ

(11:50集合）

 野崎　明子 (エヴァ・グリーン)
 牧窪としえ (エヴァ・グリーン)

 山岸　容子 (フリー)

 若尾　正美 (フリー)
 渡邉　嘉織 (フリー)

(10:50)

10:00

 戸高　マリ (小平ＴＣ)
 秦　美和 (フリー)

 比良　智子 (スイート・スプリング)

 長沢ともみ (ラケット)
 三浦　克世 (小平金曜会)
 武智　一恵 (小平金曜会)
 梛野まゆみ (ＳＳ)
 山下　和美 (ＳＳ)

9:00

9:00
 吉原　順子 (フィッツ)

2013年春季

① 1

2

3

4

 大藪　佳子 (フリー)

 BYE

 関島　直美 (フジノ)
 秋本　久子 (小平金曜会)

(11:30)
 山内　祐子 (上水ＴＣ)
 桐生　裕子 (小平金曜会)

 沖山ひとみ (小平金曜会)
 溝渕あけみ (小平金曜会)
 諸星　幸子 (フジノ)

9:00

 今野　恵子 (Ｆｉｔｓ)

(10:50)

(10:10)

(10:10)

(10:10)
 千葉弥須子 (フリー)

9:30

9:30

 佐塚　明子 (Ｆｉｔｓ)

9:30

15

14

11

12

13

9:30

 西村　恵美 (Ｆｉｔｓ)

 石川　浩子 (フリー)

 奥本　法子 (フリー)
 須知　智子 (フリー)
 中野　淑子 (小平金曜会)

10

16②

9

8

5

6

7

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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女子ダブルス２部予選リーグ
3月17日 会場：中央公園

集合時間=

No No No

集合時間=

(1)参加者を第1～4グループに分けて集合時間を設定、各グループ毎に抽選で3組または

　　 4組で構成するブロックを作りリーグ戦を行う。3組、4組いずれも1組当り2試合行う。
(2)各ブロックの1位（4組の場合は1位、2位）は決勝トーナメントに出場できる。

(3)決勝トーナメントは開催日当日、抽選により組み合わせを決める。

3月23日 会場：中央公園

集合時間＝ 11時50分 抽選により組み合わせを決める。

27

2013年春季 女子ダブルス２部決勝トーナメント
(土)

 和氣　夢子 (錦城高校)
 森末　萌以 (錦城高校)
 藤吉　一美 (チームＹ)
 中村美智子 (チームＹ)
 磯貝　茂美 (ブリヂストン)
 上杉　祝子 (ブリヂストン)

10:30

 水落　彩奈 (小平西高校)
28

 松原　幸子 (金曜シスターズ)
29

 中村　早稀 (小平南高校)
 土橋　侑莉 (小平西高校)  幸道　美幸 (金曜シスターズ)  佐々木真帆 (小平南高校)

 粂川　敦子 (小平西高校)
 小野　雪菜 (小平西高校)

 岡田　久子 (ｆｆ小平)

13
 服部　明美 (スイートピー)

14

 長島ユミ子 (フリー)

 太田　彩奈 (小平六中)
 高橋　真由 (小平六中)
 阿美　明美　 (フェアリー)

24
 山本　博子 (小平金曜会)

25
 山本　彩乃 (小平南高校)

26
 池田　優里 (小平六中)

 田村　孝子 (小平金曜会)  山下由香利 (小平南高校)  藤井　日菜 (小平六中)

 加藤　奈美 (フリー)

 藤本　聖子 (フリー)

 北目　久子 (ルネサス武蔵)
 菅原　智子 (フリー)  高田　篤子 (ルネサス武蔵)

15 16

18 19

21 22

20

17

23

 四十谷若菜 (錦城高校)
 秀島　愛実 (錦城高校)

4 5 6

9

12

7 8

10 11

2013年春季
(日)

1 2

 中山加代子 (ブリヂストン)
 今野真理子 (ブリヂストン)

 西村　明代 (ラケット)
 高橋美智子 (フェアリー)
 奈良奈々子 (フジノ)
 坂井　恭子 (フジノ)

 六田千津子 (フリー)
 中里　里香 (フリー)

 柴田梨紗子 (錦城高校)
 村田　彩 (錦城高校)

 黒田　夏未 (錦城高校)
 森　麻里奈 (錦城高校)
 稲熊　紀子 (Ａ．Ｓ)
 池田　恵子 (Ａ．Ｓ)
 上條　絵美 (小平西高校)
 佐藤　瑛莉 (小平西高校) 安原　晶巳 (フェアリー)

第２グループ

 長谷川紗映 (小平南高校)
 小笹真由美 (小平南高校)

3

第１グループ 8:45

 増田　幸子 (フリー)
 村上　香 (日立国際電気)

 甲斐　真日 (小平西高校)
 荒巻　真優 (小平西高校)

 辻　千秋 (フリー)
 島田　律子 (上水ＴＣ)

 氏      名 (所 属)  氏      名 (所 属)  氏      名 (所 属)
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ミックス１部決勝トーナメント
3月16日 (土) 会場：中央公園

シード番号（原則として前回及び前々回の優勝･準優勝ペアを対象)

↓ 1R 2R 3R SF F

※11：50頃から
　２部決勝Ｔの1～2Rを入れ
　１部のＳＦは12：50迄休憩
　12：50頃から
　1部と２部のSFを並行

16

 梛野　裕司 (ＳＴＣ)
 梛野まゆみ (ＳＴＣ)
 田元　龍馬 (フリー)
 長谷部綾子 (ブリヂストン)

 佐藤　大輔 (ｅｌｆ)
 森　麻里奈 (錦城高校)

9:00

15  BYE

5
 中嶋　香織 (小平金曜会)

 加藤　豊 (立川ＧＴＣ)
 山岸　容子 (フリー)
 内藤　昭 (ブリヂストン)

 小山　英之 (すばる)
 小山　満子 (小平金曜会)

 BYE

 BYE

 BYE

 北山　博則 (フリー)
 山内　祐子 (上水ＴＣ)

9:00
12

1

2

3

 高野　智弘 (ブリヂストン)
 高野　孝子 (フリー)

 坂詰　哲馬 (ｅｌｆ)
 外山　倫子 (ｅｌｆ)

 BYE

4

9

10

11

6

7

13

14

17
 井上　正広 (フェアリー)
 上本　幸子 (フェアリー)

18

2013年春季

①

8

 小林　理人 (フリー)
 中野　淑子 (小平金曜会)
 岩崎　弘 (ルネサス武蔵)

20
 鳥羽　孝之 (フリー)
 鳥羽理恵子 (フリー)

21
 高橋　和秀 (ＨＣＲ)

10:30
19

 BYE

 BYE

22
 長谷部　翔 (フェアリー)

10:30
 田中　杏幸 (フェアリー)

23

24
 上杉　哲郎 (ブリヂストン)

 BYE

26
10:30

27

 長島ユミ子 (ブリヂストン)

25
 寺門　将希 (錦城高校)
 黒田　夏未 (錦城高校)

 BYE

32
 小山　浩司 (滝山テニスガーデン)

 小山　瑛子 (滝山テニスガーデン)

 中林　弘依 (ズンバ☆しげお)

31

(11:10)
28

 本永　修 (ＴｅａｍＵ)
 小暮希美子 (ＪＯＹサークル)

29
 朝倉　隆 (ブリヂストン)
 磯貝　茂美 (ブリヂストン)

9:30
30

 矢部　尚志 (ズンバ☆しげお)

10:30

 BYE

 BYE

(12:50)

 津澤　温子 (Ａ＆Ａ)
9:30

(11:10)

(13:30)

(12:50)

10:00

10:00

(11:10)

(11:10)

10:00

10:00

9:00

 諸星　幸子 (フジノ)

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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ミックス２部予選リーグ
3月9日 会場：中央公園

集合時間=

No No No

集合時間=

集合時間=

(1)参加者を第1～4グループに分けて集合時間を設定、各グループ毎に抽選で3組または

　　 4組で構成するブロックを作りリーグ戦を行う。3組、4組いずれも1組当り2試合行う。

(2)各ブロックの1位（4組の場合は1位、2位）は決勝トーナメントに出場できる。

(3)決勝トーナメントは開催日当日、抽選により組み合わせを決める。

3月16日 会場：中央公園
集合時間＝ 11時50分

抽選により組み合わせを決める。

 石本　道吉 (フリー)
 池野　朋子 (フリー)

20
 長尾　彰 (フリー)
 高沼　智美 (フリー)

19

 小林　一人 (ｅｌｆ)
 篠原　結 (ｅｌｆ)

12:15

23

8:45

10:30

15

2

5

13

6

3

9

 氏      名 (所 属)  氏      名 (所 属)

 高橋　克哉 (フリー)

 前嶋　弘 (フェアリー)
 前嶋　妙子 (フリー)

16

 高橋　宏美 (フリー)
 原　考典　 (フリー)
 原　靖代 (フリー)

 齋藤　麗子 (フリー)
 白谷　文春 (ＢＳＷ)

 岡部　美穂 (フリー)

2013年春季

第１グループ

14

1

4

7 8

11 12

第２グループ

10

(土)

 氏      名 (所 属)

 真壁　永栄 (ブリヂストン)  北目　哲也 (ルネサス武蔵)
 上杉　祝子 (ブリヂストン)  北目　久子 (ルネサス武蔵)

 加藤　奈美 (フリー)

 齋藤　芳雄 (フリー)

 磯部かおる (ＢＳＷ)

 安部　清治 (フリー)
 安部由布子 (フリー)
 北山　敦之 (フリー)
 北山　恭子 (フリー)
 辻　順 (フリー)

(土)

2013年春季 ミックス２部決勝トーナメント

27

21 22

25

28

第３グループ

 中田　守繁 (フェアリー)
 斉木　芳誇 (フェアリー)
 崎口　飛勇 (ＢＳＷ)

 椎名　正巳 (立川ＴＣ)
 増田　幸子 (フリー)

 長谷川英男 (小平南高校)
 山下由香利 (小平南高校)

 太田　雅之 (ちゃらちゃらテニス部)

 太田　真理 (ちゃらちゃらテニス部)

 倉持　哲也 (フリー)
 倉持　恵子 (ルネサス武蔵)

29

 屋舗真由美 (上水ＴＣ) 田中　舞依 (ＢＳＷ)

30

 高田　義隆 (ルネサス武蔵)
 高田　彩花 (フリー)
 淺井　優子 (ＢＳＷ)

 岡部　克彦 (フリー)

24

17

 鈴木　辰郎 (日立国際電気)

 〆野　浩 (フリー)
 〆野可奈子 (フリー)
 関　信幸 (ＢＳＷ)

 伊藤　紘平 (ＢＳＷ)
 水谷　雄彦 (フェアリー)
 末永　容子 (小平ＴＣ)

 佐藤佳代子 (ＢＳＷ)
 島田　克二 (上水ＴＣ)
 島田　律子 (上水ＴＣ)

 村上　香 (日立国際電気)
 池内　和雄 (フリー)
 服部　明美 (フリー)

18

 稲熊　紀子 (Ａ.Ｓ)
26

 稲熊　圭太 (Ａ.Ｓ) 村井　哲雄 (上水ＴＣ)

-7-



女子シングルス
4月13日 (土) 会場：上水公園

シード番号（原則として前回及び前々回の優勝･準優勝・第3位を対象)

↓ 1R 2R 3R 4R SF F

(10:20)

4月14日
9:00

4月14日
9:00

4月14日
9:00

4月14日
9:00

(9:40)

(9:40)

(13:40)
60  水落　彩奈 (小平西高校)
61  池田　優里 (小平六中)

11:40
62  依田　桃子 (小平西高校)

13:00
63  BYE

② 64  諸星　幸子 (フジノ)

 BYE

57

53  上野　和美 (フリー)
54  BYE

13:00
55  BYE
56  佐藤　瑛莉 (小平西高校)

 竹内　明子 (立川ＴＣ)
58  BYE

13:00
59

47  BYE
③ 48  秦　美和 (フリー)

49  甲斐　真日 (小平西高校)
50  BYE

13:00
51  岡部　美穂 (フリー)

(13:40)
11:40

52  中野　淑子 (小平金曜会)

42  BYE
12:20

43  BYE

(13:40)
44  中嶋　香織 (小平金曜会)
45  藤井　日菜 (小平六中)

11:40
46  今野　恵子 (Ｆｉｔｓ)

12:20

33  長谷川珠里 (小平六中)
34  BYE

12:20
35  土橋　侑莉 (小平西高校)

37  粂川　敦子 (小平西高校)
38  BYE

12:20
39  BYE
40  島田　律子 (上水ＴＣ)
41  檜澤　佑花 (小平六中)

(11:00)
29  荒巻　真優 (小平西高校)

9:00
30  齋藤　麗子 (フリー)

10:20
27  BYE
28  原　靖代 (フリー)

(13:40)
11:40

36  前嶋　妙子 (フリー)

24  松本多佳子 (フリー)

10:20
31  BYE

⑤ 32  戸髙　マリ (小平ＴＣ)

25  宮下　華子 (メガロス小平)
26  BYE

④ 17  向井由美子 (フェアリー)
18  BYE

10:20
19  六田千津子 (フリー)

9:40
15  BYE
16

(11:00)
9:00

20  山田　佳子 (フリー)
21  木下　雅世 (フリー)
22  BYE

10:20
23  BYE

 小山　瑛子 (滝山テニスガーデン)

12  大原　貴子 (創価高校)
13  坂井　恭子 (フジノ)
14  BYE

2013年春季

① 1  山岸　容子 (フリー) 初日は3Rまで、残りは4月14日（日）予定
2  BYE

9:40
3  中林　弘依 (Ｔ'ｓ)

(11:00)
9:00

4
 辻　千秋 (フリー)

6  BYE
9:40

 井上　舞子 (フリー)
5

9  上條　絵美 (小平西高校)
10

8  小野　雪菜 (小平西高校)
7  BYE

 BYE
9:40

11  BYE

(11:00)

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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男子シングルス１部
シード（前回・前々回の優勝･準優勝・3位を対象) 1R 2R 3R SF F
↓ 　ﾄﾞﾛｰ#1～#16 会場：上水公園

　ﾄﾞﾛｰ#17～#32 会場：上水公園

4月21日(日)

4月27日(土)

 長谷部　翔 (フェアリー)
 北山　博則 (フリー)
 林　健太 (フリー)
 周藤　健太 (ルネサス武蔵)
 松本　豊幸 (立川ＴＣ)
 上嶋　康弘 (ポールスタア)

初日は3Rまで、残りは4月28日(日)予定

4月28日
9:00

(9:40)

9:00

9:40

 李　泰光 (フリー)

 轟　勝仁 (ＢＳＷ)
 松本　正和 (ポールスタア)

 谷口　敬介 (フリー)
 野中　義弘 (フリー)

9:00

4月28日

(10:20)

9:00

(11:00)
9:40

9:40
(10:20)

9:40

 内藤　昭 (ブリヂストン)
 矢澤　寛 (フリー)

 矢部　尚志 (ズンバ☆しげお)

(10:20)

(11:00)
9:00

9:00
(10:20)

9:00
 森田　清明 (ルネサス武蔵)

 本橋　正昭 (ルネサス武蔵)

 加藤　豊 (立川ＧＴＣ)

初日は3Rまで、残りは4月28日(日)予定

② 32
 田中　章 (上水ＴＣ)
 舩越　健 (小平TC)

③

22
23
24
25

29
30

26
27
28

31

10
(10:20)

11
 梅津　聡 (フリー)

17
18

 長谷部　慎 (みんなのテニス)

20
21

19

(11:00)
9:40

12
13

9:40
14

(10:20)
15

9:40
16

 小林　勇樹 (ポールスタア)
 田中　耕太 (ルネサス武蔵)

10:20
3
 BYE
 南　真進 (フリー)
 井上　正広 (フェアリー)
 新田　大介 (フリー)

9

 大森　和彦 (チームカズ)
 原　考典 (フリー)
 松丸　卓通 (フリー)
 後藤　勝洋 (フリー)

2013年春季

① 1
2

 小山　浩司 (滝山テニスガーデン)

9:00
8

9:00
6

(10:20)
7

(11:00)
9:00

4
5

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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男子シングルス２部（1～64）
4月21日 (日) 会場：上水公園

※2部にシードはありません

1R 2R 3R 4R QF SF

4月28日
10:20

4月28日
10:20

4月28日
10:20

4月28日
10:20

(11:40)

(11:40)

 太田　祐生 (小平四中)

(13：00)
63  BYE

Ｂ
64

14:20 Ａ
62  丸山　哲司 (フリー)

15:40

(16:20)
男子シングルス２部決勝

60  鎌田　稔 (小平高校)
61  網代　優生 (フリー)

58  BYE
15:40

59  BYE

57  當間　達也 (小平西高校)

14:20
54  黒沼　亘平 (小平高校)

15:40
55  BYE
56  田中　孝昇 (小平西高校)

51  BYE
52  丹沢紀一郎 (Ａ＆Ａ)
53  田口　雄一 (フリー)

45  赤羽　遼 (小平西高校)

42  BYE
15:00

14:20
44  西川　和馬 (フリー)

49  橋本　優一 (小平南高校)
50  BYE

15:40

(16:20)

48  巧　将司 (ルネサス武蔵)

46

39

(12:20)

43  上杉　哲郎 (ブリヂストン)

 BYE

 BYE
40  池内　和雄 (フリー)
41  臼井　誠 (小平高校)

(16:20)

15:00

15:00
47  BYE

Ａ
33  木下　幹士 (フリー)
34  BYE

15:00
35  五十嵐一樹 (ｅｌｆ)

(16:20)
14:20

36  池谷　俊雄 (小平ＴＣ)
37  小堀　星矢 (小平南高校)
38  BYE

13:00
27  BYE

(13:40)
28  谷口　彬 (小平高校)

13:00
31  BYE
32  小椋　大輝 (小平西高校)

29  長谷川裕樹 (フリー)
11:40

30  岡田　泰知 (日立国際電気)

25  高橋　弘樹 (小平南高校)
26  BYE

23  BYE
24  石神　武 (日立国際電気)

 莊司　峰夫 (フリー)
21  上坂　亮太 (小平南高校)

11:40
22  村田　健史 (フェアリー)

13:00

12:20
15  BYE
16  石倉　広之 (フリー)
17  柴原　融 (フリー)
18  BYE

13:00
19  BYE

(13:40)
20

11:00
12  栢下　錬 (小平高校)
13  岸　敏彦 (フリー)
14  BYE

2013年春季

1  田中　徳穂 (日立国際電気) 初日は3Rまで、残りは4月28日(日)予定
2  BYE

12:20
3  岩瀬　真吾 (小平南高校)

(13:40)
11:00

4
 都留　茂治 (フリー)

6  BYE
12:20

 朝倉　隆 (ブリヂストン)
5

9  吉田　陵史 (小平西高校)
10

8  太田　司 (ＳＤＦ小平)
7  BYE

 BYE
12:20

11  板倉　敦 (ＳＴＣ)

(13:40)

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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男子シングルス２部（65～128）
4月27日 (土) 会場：上水公園

※2部にシードはありません

1R 2R 3R 4R QF SF

11:00

4月28日
11:00

4月28日
11:00

4月28日
11:00

(11:40)

(11:40)

(16:20)
124  宮原　英二 (ブリヂストン)
125  福原　恭兵 (小平高校)

14:20
126  菊池将太郎 (日立国際電気)

15:40
127  BYE
128  浅田　英司 (フリー)

122  BYE
15:40

123  BYE

120  唐沢　亮 (日立国際電気)
121  舩越　讓 (小平ＴＣ)

(16:20)

15:00

115  BYE

(16:20)
116  石瀬　千明 (小平南高校)
117  真壁　永栄 (ブリヂストン)

14:20
118  吉崎　勝哉 (フリー)

15:40
119  BYE

15:00
111

113  嶋本　大祐 (ブリヂストン)
114  BYE

15:40

15:00
14:20

108  村上　智一 (小平南高校)

 BYE
112  北山　敦之 (フリー)

109  高桑　大輔 (日立国際電気)
110

107  倉持　哲也 (フリー)

 BYE

 BYE
104  篠崎　大智 (小平西高校)
105  真篠　宏明 (Ａ＆Ａ)

101  白谷　文春 (ＢＳＷ)
102  BYE
103

106  BYE

(12:20) Ｂ
97  辻　順 (フリー)
98  BYE

15:00
99  鈴木　慎吾 (フリー)

(16:20)
14:20

100  鈴木　勇利 (小平西高校)

(13:40)
92  新井　弘敏 (フリー)
93  梛野　裕司 (ＳＴＣ)

11:40
94  森嶋　真也 (小平高校)

13:00
95  BYE
96  久保　勝洋 (フェアリー)

13:00
87

90  BYE
13:00

91  BYE

 BYE
88  藤野　正昭 (ルネサス武蔵)
89  崎口　飛勇 (ＢＳＷ)

81  比良　正彦 (フリー)
82  BYE

13:00
83  BYE

(13:40)
84  川邉　大樹 (小平西高校)
85  青木　達夫 (小平ＴＣ)

11:40
86  田中　篤史 (フリー)

12:20
75  熊谷　直生 (フリー)

(13:40)
11:00

76  小薗　修平 (ｅｌｆ)
77  高橋　快征 (小平西高校)

11:40
78  町田　智 (小平高校)

12:20
79  BYE
80  網代　隆 (フリー)

72  田邉　義之 (ブリヂストン)

 神村　隆志 (フリー)
70  BYE

12:20
71  BYE

4月28日
73  高田　義隆 (ルネサス武蔵)
74  BYE

2013年春季

65  井上　将利 (フリー) 初日は3Rまで、残りは4月28日(日)予定
66  BYE

12:20
67  島田　直明 (フリー)

(13:40)
11:00

68  関　信幸 (ＢＳＷ)
69

表中記載の時刻は

エントリー届出時刻

＜時間厳守！＞
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優勝 準優勝 第三位 第三位

優勝 準優勝 第三位 第三位

小泉  渉(フェアリー) 長谷部翔(フェアリー) 矢部尚志(ズンバ☆しげお) 松本正和(ポールスター)

浦岡幸矢(フェアリー) 長谷部慎(みんなのテニス) 木戸昴明(フリー) 上嶋康弘(ポールスター)

吉田知広(フリー) 板倉  敦(STC) 筒井浩一(フリー) 古市正晴(フリー)

甘利昭一郎(フリー) 梛野裕司(STC) 松江　輔(フリー) 古市隆弘(フリー)

齋藤真奈美(滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 久保智恵子(フジノ) 安藤美和(エヴァ･グリーン) 牧窪としえ(エヴァ･グリーン)

小山瑛子(滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 江川春子(小平TC) 中上朋子(エヴァ･グリーン) 野崎明子(エヴァ･グリーン)

中村直美(フリー) 田中沙苗(小平高校) 服部明美(BIG BOX) 横井尚子(水曜会)

渡邉嘉織(フリー) 工藤美樹(小平高校) 菅原智子(BIG BOX) 溝渕あけみ(小平金曜会)

齋藤太一(滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 長谷部慎(みんなのテニス) 小山英之(フリー) 長谷部翔(フェアリー)

齋藤真奈美(滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 田元綾子(フリー) 小山満子(フリー) 田中杏幸(フェアリー)

岩崎　弘(ルネサス武蔵) 中村博文(フジノ) 鈴木辰郎(日立国際電気) 斉木　康弘 (フェアリー)

中嶋香織(小平金曜会) 諸星幸子(フジノ) 村上　香(日立国際電気) 向井由美子 (フェアリー)

桜野貞夫(フリー) 高橋和秀(HCR)

山本芙美子(フリー) 津澤温子(A&A)

菊田　晶(フリー) 中山良昌(日立国際電気) 轟　勝仁(BSW) 長谷部翔(フェアリー)

小山瑛子(滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 森　杏樹(小平高校) 木田利恵子(小平TC) 諸星幸子(フジノ)

２
部

2011年　春季市民大会：入賞者名

男
子

１
部

２
部

女
子

１
部

２
部

ミ
ッ

ク
ス

１
部

２
部

シ
ニ
ア

１
部

男･単

2011年春季大会は、東日本大震災の影響で中止となりました。

2011年　秋季市民大会：入賞者名

男
子

１
部

２
部

女
子

１
部

２
部

ミ
ッ

ク
ス

１
部

２
部

男･単

女･単

ダブルスの優勝者･準優勝者(ｼﾆｱﾐｯｸｽを除く)は2012年春季大会～2013年春季大会(2年間)その種目の２部には
同一ペアーでは出場できません。
シニアミックスの優勝者は次回シニアミックス２部には同一ペアーでは出場できません。
男子シングルスの優勝者～3位は2012年春季～2013年春季、男子シングルス2部には出場できません。

シ
ニ
ア

１
部

２
部
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(みんなのテニス)

（フリー）

（ブレイクス） (エヴァ･グリーン) (エヴァ･グリーン)

(エヴァ･グリーン) (エヴァ･グリーン)

 (チェリーメイト)

（ラケット）

(みんなのテニス) （ブリヂストン） （チームカズ） （ブリヂストン）

（ブリヂストン） （ブリヂストン）

１部 (滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

２部

（フェアリー）

（ブリヂストン）

(みんなのテニス)

(エヴァ･グリーン)

(エヴァ･グリーン)

（ブリヂストン） （ブリヂストン） （ブリヂストン）

（ブリヂストン）

（ブリヂストン）

（ブリヂストン）

（ブリヂストン）

（ブリヂストン）

１部 (滝山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

２部 （ブリヂストン） (武蔵野美術大)

ッ

ッ



１．大会要項変更（2010年春より実施）
2010年春以降、次の事項を変更しました。

1）出場種目数の制限はなくなりました。
但し同一種目の１部と２部の両方には出場できません。

2）優勝・準優勝者の次期大会以降の出場制限を緩和しました。
① シニアミックスを除く種目

優勝・準優勝者は同一ペアーでは２年間当該種目の２部に出場できません。
（従来は、ﾊﾟｰﾄﾅｰや種目が異なる場合でも5年間は2部に出場不可だった。）

② シニアミックス
優勝者は同一ペアーでは１年間シニアミックスの２部に出場できません。
（準優勝者は制限しません。）

※ シニアミックスは、しばらく休止します。（2013年春季から）

3）シングルスの参加費変更と初戦８ゲーム化
① 初戦を８ゲーム先取に変更しました。　（2戦目以降は従来通り6ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ）

１回戦がBYEの時は２回戦が初戦になります。
１回戦対戦相手が棄権の時は不戦勝で、２回戦は初戦になりません。
どちらか一方が初戦の場合、８ゲーム先取になります。

4）最少催行人員（2011年秋より実施）
1種目当たりの参加申込数が４に満たない場合は、その種目の開催は中止し

参加費をお返しします。

２．シングルスは男女とも春秋実施（2011年春より実施）
シングルスは2010年まで春季は男子のみ、秋季は女子のみ開催でしたが、
2011年春季から春秋とも男子シングルス女子シングルスの両方を開催することにしました。

３．男子シングルスを２部制に（2012年春より実施）

① 小平市代表として対外試合に派遣される選手は１部入賞者から選考します。
② 優勝･準優勝･3位は２年間、男子シングルス２部には出場できません。

2011年秋季大会の優勝･準優勝･3位は2013年秋季大会以降2部に出場できます。
③ 2部は初心者および中級者を対象にしております。

この趣旨に則り、上級者は1部にご出場をお願いします。

お願い
春と秋の市民テニス大会は、小平市テニス協会役員によって企画から運営まで行われています。

主な活動は、市民大会の運営（当日2～3名）や年4回の理事会（土日休日）などです。

連絡先：080-6529-5169 小平市テニス協会
http://members2.jcom.home.ne.jp/tns.kyokai/
mail-to：tns.kyokai@jcom.home.ne.jp

ホームページ　　　　メール

役員は現在30名弱ですが全てボランティアで、働いている人も多く絶対数が不足しており、
一緒に活動して頂ける仲間を探しています。

男子シングルスは当初から毎回100名を超える参加者があります。参加者の目的やレベル
も多様な中で初級・中級者の方々から1部2部に分けて欲しいとの要望が高まってきまし
た。そこで今年から男子に限り2部制を実施することにしました。

お知らせ
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≪重要なお知らせ≫

――雨天時の対応確認――

天候その他により大会状況が不明の場合については、大会要項に記載の通りです。

(1)所定時刻までにコートに参集して下さい。電話による問い合わせはできません。

(2)日程変更等は中央公園開催日は中央公園市民総合体育館入り口掲示板に掲示し

　　上水公園開催日は管理事務所入り口に掲示します。

(3)テニス協会ホームページでも案内予定。（ただし掲載時刻が遅れるときがあります）

限られた施設を限られた日程で使用しながら大会運営をしています。

小雨であれば出来るだけ試合を進行するようになります。

天気予報および当日の状況が回復見込みの無い雨天の場合は、極力８時までに中止を

決め日程変更の告知を現地に掲示し、間もなくホームページにも掲載します。

平等を規する意味からも電話による問い合わせにはお答えできません。

天気予報で回復が見込まれる場合は、一定時間様子を見ながら待機し天候が回復次第

試合を開始することもあります。

小雨決行の場合や遅れて実施した場合に、所定時刻までにエントリー届出しなかったら

欠場として扱いますので、判断に迷うような場合は必ず現地集合してください。

但し、小平市テニス協会ホームページで日程変更や集合時間変更が確認できた場合は

変更内容に従ってください。

なお、遅刻は如何なる理由の場合も容認しないことを従来にも増して厳格に運用します。

在勤・在学等で市外の遠くから参加される場合は余裕をもってお出かけください。

また、中央公園と上水公園を間違えないよう日程を良く確認して参加してください。
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2013年秋季小平市民テニス大会日程のご案内

秋は「市報こだいら」の紙面の都合上、種目毎の日程が掲載されない場合があります。

秋の大会日程は下表を予定しております。会場は全て上水公園コートです。

会場 日程 種目・クラス 試合方式
  10月12日(土) ミックス２部予選リーグ ６ゲーム先取

  10月13日(日) 予備日
  10月14日(月) ミックス２部決勝トーナメント ６ゲーム先取

々 ミックス１部決勝トーナメント ８ゲーム先取

  10月19日(土) 男子シングルス１部 #1～ #32の1R～3R
々 男子シングルス２部 #1～ #64の1R～3R

  10月20日(日) 男子シングルス１部 #33～ #64の1R～3R
々 男子シングルス２部 #65～ #128の1R～3R

  10月26日(土) 予備日
上   10月27日(日) 男子シングルス１部の残り試合

々 男子シングルス２部の残り試合
水   11月2日(土) 予備日

  11月3日(日) 男子ダブルス１部決勝トーナメントの1～4R ８ゲーム先取

公   11月4日(月) 男子ダブルス２部予選リーグ ６ゲーム先取

  11月9日(土) 男子ダブルス２部決勝トーナメント ６ゲーム先取

園 々 男子ダブルス１部決勝トーナメントの残り試合 ８ゲーム先取

注）申込数が32以下の場合は11月3日(日)のみ

  11月10日(日) 予備日
  11月16日(土) 女子ダブルス２部予選リーグ ６ゲーム先取

  11月17日(日) 女子ダブルス１部決勝トーナメント ８ゲーム先取

  11月23日(土) 予備日
  11月24日(日) 女子ダブルス２部決勝トーナメント ６ゲーム先取

  11月30日(土) 女子シングルス１部の1R～3R
  12月1日(日) 女子シングルス１部の残り試合
  12月7日(土) 予備日
  12月8日(日) 予備日 ※男女シングルス

  12月14日(土) 予備日     初戦は８ゲーム先取

  12月15日(日) 予備日

注：組合せは全て抽選。希望日は指定できません。抽選結果はプログラムに掲載します。

注：出場種目数に制限はありませんが、同一種目内の１部２部両方には出場できません。

注：1種目当りの参加申込数によっては試合方式が変わったり日程が増減することがあります。

注：1種目当りの参加申込数が4に満たない種目は中止し参加費をお返しします。

注：全種目ノーアドバンテージ。(40-40の後、1ポイントでゲームの得失を決める）

※天候や止むを得ない事情により変更することがあります。

※予備日

全ての試合日に予備日を設けるのは困難ですから、雨天等で日程変更となった試合から順に

直近の予備日を充当していきますので、試合の進行状況次第で不確定です。

また、天候状況で延期した試合や中断した試合日の残り試合を、予備日だけでは足りなくて

参加数が少なく早目に終わりそうな日に、未消化の試合を入れざるを得ないこともあります。

大会要項・参加申込用紙等は、秋季分は8月中旬に発行予定です。

※６ゲームﾏｯﾁ
(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

※６ゲームﾏｯﾁ
(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

※６ゲームﾏｯﾁ
(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

※６ゲームﾏｯﾁ
(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)
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