
平成２７年度春日部市テニス協会団体戦大会【Ａクラス】 平成27年4月19日

於：庄和コート

キングコング ３１１０愉快な仲間たち

ラケットでトコロテン レッズウェーブ

2-1 2-1
チーム２８７ スリーエス

レッズウェーブ 2-1 2-1 ラケットでトコロテン

エースをねらえ チームKID'S

TC庄和 3-0 3-0 TC庄和

ふれっしゅめんず ブルーベリー

ラケットでトコロテン 3-0 2-1 ブルーベリー

クィーンの宮殿 クィーンさん！

TC庄和 3-0 2-1 TC庄和

美女と野獣２ ギニュー特選隊

レッズウェーブ 2-1 2-1 ラケットでトコロテン

池田屋 リーダーこぼり

エルヴェ 3-0 ラケットでトコロテン

ブルーパワレック

3-0 3-0 パワフルズ

夢をかなえるゾウ ケイコ＆マナブ

ラケットでトコロテン 2-1 2-1 TC庄和

ジャイアン 純ちゃん降臨中

TC庄和 3-0 2-0 レッズウェーブ

ハナミズキ クィーンちゃん！

FFTC 2-1 2-1 TC庄和

こまったちゃんズ すいーつだんし

レッズウェーブ 2-1 3-0 ラケットでトコロテン

ロボ研 右川組

ラケットでトコロテン エルヴェ

MIX 6-4
女D 6-3
男D 2-6

MIX 6-3
女D 6-2
男D 6-3

MIX 6-1
女D 6-0
男D 6-0

MIX 0-6
女D 6-0
男D 6-5

MIX 6-2
女D 6-4
男D 2-6

MIX 3-6
女D 6-0
男D 6-4

MIX 6-1
女D 1-6
男D 6-2

MIX 6-2
女D 4-6
男D 6-0

MIX 6-0
女D 6-4
男D 6-2

MIX 6-2
女D 3-6
男D 6-4

MIX 6-4
女D 6-3
男D 3-6

MIX 6-4
女D 6-2
男D 6-2

MIX 6-2
女D 5-6
男D 6-3

MIX 6-3
女D 6-2
男D 6-3

MIX 6-1
女D 4-6
男D 6-4

MIX 2-6
女D 6-2
男D 6-3

MIX 6-1
女D 6-0
男D 6-5

MIX 6-4
女D 6-2
男D 6-4

MIX 6-5
女D 6-5
男D 6-3

MIX 6-3
女D 6-1
男D 6-5

MIX 6-1
女D 6-1
男D 6-3

MIX 6-2
女D 6-1

MIX 6-2
女D 4-6
男D 6-5

MIX 2-6
女D 6-2
男D 6-5

Bye Bye

Bye Bye

Bye

3-0

Bye Bye

エルヴェ
右川組



平成２７年度春日部市テニス協会団体戦大会【Ｂクラス】 平成27年4月19日

於：大沼コート・立沼コート

チームＨＴＳ 俺のターン

レッズウェーブ 3-0 ラケットでトコロテン

ＰＩＮＫ ＳＮＯＷ

2-1 2-1 レッズウェーブ

のばくもんちっち☆ ライオンズ

ラケットでトコロテン 2-1 2-1 TC庄和

ひまわり JET

ルネサンス 2-1 3-0 春日部硬式

ツル 2億4千万ボルト

ラケットでトコロテン 2-1 3-0 ダブルフォルト

のび太とスネ夫 チェリー

TC庄和 2-1 2-1 ルネサンス

100万ボルト

ダブルフォルト 2-1

ふぁんくらぶ ヴィオラ

ラケットでトコロテン 2-1 2-0 ラケットでトコロテン

ラビット吉田 Ｂ列車で行こう

ラケットでトコロテン 2-1 TC庄和

パンジー

2-1 3-0 ラケットでトコロテン

す～ぱ～ぞ～ん 晴れたらいいね！

TC庄和 2-1 3-0 レッズウェーブ

肩こり系＋ 200ボルト

春日部硬式 2-1 2-1 ダブルフォルト

がちゃぴん ルネざんす

fun 2-1 2-1 ルネサンス

プロキオン ちょっと待てお爺さん

パワフルズ 2-1 3-0 春日部硬式

エガリテ

ラケットでトコロテン 2-1

Forever Young！ パティオ

From4 ラケットでトコロテン

MIX 6-4
女D 6-1
男D 3-6

Bye

MIX 6-4
女D 2-6
男D 6-2

MIX 3-6
女D 6-2
男D 6-3

MIX 6-5
女D 6-1
男D 6-1

MIX 6-2
女D 6-2
男D 4-6

MIX 6-2
女D 6-3
男D 2-6

MIX 6-2
女D 6-3
男D 3-6

MIX 6-5
女D 6-4
男D 6-5

MIX 6-2
女D 2-6
男D 6-1

MIX 6-5
女D 6-5
男D 6-4

MIX 6-1
女D 6-1
男D 5-6

MIX 6-4
女D 4-6
男D 6-1

MIX 4-6
女D 6-3
男D 6-5

MIX 6-3
女D 4-6
男D 6-2

ラケットでトコロテン

パティオMIX 6-4
女D 0-6
男D 6-0

MIX 6-4
女D 4-6
男D 6-4

MIX 6-1
女D 6-1
男D 6-3

MIX 6-0
女D 6-5
男D 6-4

MIX 6-2
女D 3-6
男D 6-2

MIX 6-3
女D 6-1
男D 6-1

MIX 4-6
女D 6-3
男D 6-0

MIX 6-5
女D 2-6
男D 6-2

3-0
MIX 1-6
女D 6-4
男D 6-0

MIX 6-2
女D 6-1MIX 6-2

女D 6-3
男D 6-5

Bye

Bye

Bye

MIX 6-4
女D 2-6
男D 6-3

MIX 2-6
女D 6-1
男D 6-2



平成２７年度春日部市テニス協会団体戦大会　メンバー

【 Ａクラス 】※青字はメンバー変更を示す

上段：男子 他クラブ 他クラブ 他クラブ

下段：女子

北村　宣喜 丸山　博太郎 清水　謙 武里TC

 日下部　由美子 SMAX 堀内　聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 越村　美奈子

日高　誠 青野　和正 高橋　達郎

山本　美恵子 飯田　洋子 村岡　ゆかり

滝澤　篤志 関野　将司 荻野　浩杏 ﾄｺﾛﾃﾝ

舘島　恵 家田　彩子 加藤　晶子

星野　聡 剣　大輔 町田　兆至 FFTC

湯田　美沙 川村　美由起 荒川　雅子 YOU

染谷　一敏 沢頭  勇逸 浅見　徳也

石塚　明美 田中　和江 君村　規子

鈴木　隆之 一色　賢三 千代田　範人

三田　美加 ﾚｯｽﾞ 平野　幸子 TC庄和 香川　清香

池田　典義 鈴木　理 中澤　征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

望月　直美 城野　茜 前　志津香

神前　アキラ 堀江　誠 能登谷　尚人

古賀　千恵 北側　佑加子 藤本　ひかり

永吉　申作 村上　政幸 米澤　圭祐

小坂　早苗 西前　祥子 須貝　裕美

木村　明憲 佐々木　久人 田尾　晃久

富田　十和子 安藤　とし江 宮田　恵理子

森高　義朗 早坂　一史 From4 小松　尚次 From4

平井　かおり 間宮　則子 高見　昌代 From4

齋藤　新悟 野村　聡一郎 三村　将広

齋藤　愛 野村　恵美 本橋　圭

井上　桂宏 木村　敦 宇田　勲

斉藤　千歳 相澤　直子 野村　由華

西山　侑希 石本　遼 水岡　翔

久保村　夏実 石川　恵 高澤　愛 ﾙﾈｻﾝｽ

木田　恵介 FFTC 鈴木　健太 ﾄｺﾛﾃﾝ 金子　昌己

木田　美希 FFTC 岩倉　佳美 板垣　かおり

丸田　重人 菱川　隆史 今村　隆文 ﾌｼﾞ

古阪　訓子 田川　明子 黒河　美幸

染谷　伸幸 岩本　達也 深谷　優也

浅利　理絵 池田　紀子 小林　照美

豊田　拓巳 渡邊　成児 青木　大輔

鈴木　晶子 SMAX 高橋　奈津美 ｴﾙｳﾞｪ 亀谷　緑 SMAX

小堀　達也 小滝　裕也 宮田　大輔 ﾀﾞﾎﾞ

谷利　麻理子 武里TC 川崎　民江 関根　綾子

高橋　一博 高橋　正仁 田川 秀美 ﾌﾞﾙｰ

大根田　きよこ 植木　寿子 鈴木　恵 ﾚｯｸ

相澤　勝久 田口　滋 上原　浩

堀内　留利子 高橋　緑 小谷野　静子

西澤　孝浩 ﾄｺﾛﾃﾝ 代田　純也 鈴木　勝也 FFTC

石井　美幸 倉橋　玲子 坂田　利永 ﾚｯｽﾞ

島村　和利 角野　好徳 大山　涼 YOU

喜多　初代 石崎　さとみ 石野　美智子

宍戸　利光 圓子　武蔵 硬式 渡邉　善仁

石田　彩乃 村田　純子 TC庄和 小池　絵理 YOU

右川　信司 木原　功仁 猪股　由之

伊藤　史子 SMAX 藤井　玉青 坂本　香織
25 右川組 エルヴェ

24 すいーつだんし ラケットでトコロテン

23 クィーンちゃん！ TC庄和

22 純ちゃん降臨中 レッズウェーブ

21 ケイコ＆マナブ TC庄和

20 ブルーパワレック パワフルズ

19 リーダーこぼり ラケットでトコロテン

18 ギニュー特選隊 ラケットでトコロテン

17 クィーンさん！ TC庄和

16 ブルーベリー ブルーベリー

15 チームKID'S TC庄和

14 スリーエス ラケットでトコロテン

13 ３１１０愉快な仲間たち レッズウェーブ

12 ロボ研 ラケットでトコロテン

11 こまったちゃんズ レッズウェーブ

10 ハナミズキ FFTC

9 ジャイアン TC庄和

8 夢をかなえるゾウ ラケットでトコロテン

7 池田屋 エルヴェ

6 美女と野獣２ レッズウェーブ

5 クィーンの宮殿 TC庄和

4 ふれっしゅめんず ラケットでトコロテン

3 エースをねらえ TC庄和

2 チーム２８７ レッズウェーブ

1 キングコング ラケットでトコロテン

平成27年4月19日

ドロー
番号 チーム名 所属クラブ



平成２７年度春日部市テニス協会団体戦大会　メンバー

【 Ｂクラス 】※青字はメンバー変更を示す

上段：男子 他クラブ 他クラブ 他クラブ

下段：女子

中司　琢也 倉上　雄樹 鎌形　祐介

倉上　かおる 樋口　たか子 SMAX 山木 真知子

海老原　雄輝 海老原　拓斗 海老原　和雄

岡崎　志帆子 松永　素子 小崎　梨紗

玉井　雅一 豊田　裕光 近藤　琢磨

松本　雅子 FFTC 谷口　真弓 FFTC 中村　寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

小林　雄一 石塚　柾実 ﾚｯｽﾞ 関根　猛 TC庄和

若林　千鶴 榎本　聡美 ﾚｯｽﾞ 山口　美幸

小坂　良二 鈴木　宣久 芳口　哲也 ﾀﾞﾎﾞ

鈴木　幸子 川鍋　恵美子 林　美幸

熊田　靖雄 真田　一 佐藤　健一 ﾄｺﾛﾃﾝ

移川　陽子 目黒　千速 FFTC 佐藤　麻美 ﾄｺﾛﾃﾝ

古河 誠 中村 誉 舘崎 和成

舘崎 裕子 名越 万利子 吉田 尚子 fun

小倉　一世 村山　征寛 篠田　淳一

吉田　愛 中村　麻衣 fun 原田　みさき

北濱　信彦 山野井　浩志 ﾀﾞﾎﾞ 米丸　一樹

北濱　富佐子 宇野　純子 米丸　理子

中川　道雄 宍倉　正浩 井上　智夫

中村　晴子 中村　尋子 古澤　優子

岡部　好治 ﾄｺﾛﾃﾝ 直井　和徳 ﾄｺﾛﾃﾝ 竹内　達彦 ﾄｺﾛﾃﾝ

森田　和子 牧　良子 益子　千恵美

堀内　元就 渡邊　顕 糸井　大典 ｱﾙﾄ

堀内　宏恵 松岡 みどり 硬式 川渕　奈穂 硬式

野口　由雄 塚本　栄人 飯田　典之

伊藤　浩子 福田　裕子 柿木　直恵

尾崎　徹 吉田　敦 松林　繁

戸枝　よし江 荒井　美津子 尾崎　裕子

岡田　真人 富岡　優一 倉持　吉伸

三井　咲美 三ツ橋　亜季子 鳩貝　友美

村田　英臣 西澤　洋人 宮里　良道

寺島　理恵 守屋　千治 栗本　章子 硬式

中野　智重 宇賀　博之 関　博之 ﾄｺﾛﾃﾝ

野村　啓子 佐藤　秀子 増田　宏美

松岡　信弘 圓子　恭弘 林田　雄三

大町　敬子 佐藤　ゆかり 奈良　ライラ

新井　俊行 木下　義之 金井　弘隆

若尾　真理子 池田　由美 小野田　希文

石田　敬是 石田　匠弥 浜田　修平

前原　良子 鈴木　真澄 神山　陽子 ﾄｺﾛﾃﾝ

秋山　大輔 中條　健司 玉造　秋彦

柴田　圭子 上澤　芳江 小松　道子

森本　明伸 谷山　友彦 中間　和彦

竹内　しのぶ 佐藤　恵子 遠藤　寿子 SMAX

関根　健 黒瀬　二郎 内藤　功

内藤　周子 梅沢　智美 横井　直美

今井　歩 奥山　進 FFTC 藤田　雅量 ｱﾙﾄ

越智　智子 中川　美奈 柏原　真澄 FFTC

池田　力也 新井　伸之 渡邉　徳篤 ﾚｯｽﾞ

小野寺　順子 嶋村　洋子 岩岳　詠美

豊田　未知夫 斉藤　広大 飛鳥馬　孝之

岡山　和恵 田中　てるみ ﾚｯｸ 玉井　ひろ子

阿部　孝 鈴木　聖一 山本　昌弘

大久保　久仁子 細木　洋子 渡辺　みゆき

森田　倫広 松林　裕樹 長谷川　典夫 ﾚｯｽﾞ

蓜島　光代 松岡　美佐子 相楽　陽子
28 パティオ ラケットでトコロテン

27 ちょっと待てお爺さん 春日部硬式

26 ルネざんす ルネサンス

25 200ボルト ダブルフォルト

24 晴れたらいいね！ レッズウェーブ

23 パンジー ラケットでトコロテン

22 Ｂ列車で行こう TC庄和

21 ヴィオラ ラケットでトコロテン

20 チェリー ルネサンス

19 2億4千万ボルト ダブルフォルト

18 JET 春日部硬式

17 ライオンズ TC庄和

16 ＰＩＮＫ ＳＮＯＷ レッズウェーブ

15 俺のターン ラケットでトコロテン

14 Forever Young！ From4

13 エガリテ ラケットでトコロテン

12 プロキオン パワフルズ

11 がちゃぴん ｆｕｎ

10 肩こり系＋ 春日部硬式

9 す～ぱ～ぞ～ん TC庄和

8 ラビット吉田 ラケットでトコロテン

7 ふぁんくらぶ ラケットでトコロテン

6 100万ボルト ダブルフォルト

5 のび太とスネ夫 TC庄和

4 ツル ラケットでトコロテン

3 ひまわり ルネサンス

2 のばくもんちっち☆ ラケットでトコロテン

1 チームＨＴＳ レッズウェーブ

平成27年4月19日

ドロー
番号 チーム名 所属クラブ


