
平成30年4月22日

池田屋 ＭＡＸ100％

エルヴェ スポーツマックス

ＯＬＤ ＴＩＭＥ 大沢 白子のり

レッズウェーブ レッズウェーブ

ラクラク 先っちょたかし

ラケットでトコロテン ラケットでトコロテン

ダブルフォルト あいきち

レッズウェーブ レッズウェーブ

ポッチャリーズ  ノンシュガー

パワフルズ ラケットでトコロテン

森のくまさん２

From4

ハッピースマイル よねモンＧＯ

レッズウェーブ レッズウェーブ

ミラクルショット にゃんこスター

中野ウィンズ パワフルズ

クィーンアリス 栗栖坂46

YOU ラケットでトコロテン

トドメの純子 伸びしろあります

ラケットでトコロテン レッズウェーブ

びびりーズ さ～せん

レッズウェーブ ダブルフォルト

HTS+@ ケンちゃんとイッテＱ

レッズウェーブ レッズウェーブ

アルト with M レッズウィンズ

春日部硬式 中野ウィンズ

千代田苦 右川組

レッズウェーブ エルヴェ

2-1
MIX 6-3
女D 4-6
男D 6-0

3-0
MIX 6-1
女D 6-1
男D 6-3

3-0
MIX 6-1
女D 6-0
男D 6-0

3-0
MIX 6-3
女D 6-1
男D 6-1

2-1
MIX 6-5
女D 6-1
男D 1-6

2-1

2-1
MIX 6-2
女D 6-2
男D 1-6

3-0
MIX 6-3
女D 6-2
男D 6-0

3-0
MIX 6-0
女D 6-2
男D 6-2

2-1
MIX 4-6
女D 6-4
男D 6-0

2-1
MIX 6-5
女D 6-1
男D 2-6

2-1
MIX 6-1
女D 4-6
男D 6-2

2-0

2-1
MIX 5-6
女D 6-3
男D 6-4

2-1

3-0
MIX 6-0
女D 6-4
男D 6-0

2-1

2-1
MIX 6-1
女D 0-6
男D 6-0

Bye Bye

平成30年度春日部市テニス協会クラブ対抗団体戦大会【Aクラス】
於　：　大沼コート

2-1
MIX 2-6
女D 6-5
男D 6-1

2-1
MIX 6-2
女D 6-2
男D 4-6

Bye Bye
MIX 4-6
女D 6-1
男D 6-0

MIX 6-0
女D 6-0
男D 6-0

2-1

W.O

Bye

3-0

MIX 6-3
男D 6-2MIX 5-6

女D 6-0
男D 6-5

スポーツマックス

ＭＡＸ100％

2-1 3-0

MIX 6-1
女D 1-6
男D 6-2

MIX 6-1
女D 6-3
男D 6-3

2-1
MIX 0-6
女D 6-5
男D 6-5

MIX 6-1
女D 2-6
男D 6-1

MIX 5-6
女D 6-5
男D 6-5



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

池田　典義 鈴木　理 丸山　博太郎 ﾄｺﾛ

望月　直美 坂本　香織 古橋　佑夏

樋口　智明 森高　義朗 吉弘　岳男

平井　かおり 椋野　玲子 上野　博美

佐藤　正幸 浦井　弘造 藤田  幸央

湯沢　鎮淑 佐藤　秀子 中野　みゆき 中野

菊地  辰哉 尊田　海司 大島　大輝

大川　彩夏 栗原　法子 菅澤　理恵

芦田　秀史 佐藤　誠 高橋　正仁

宮本　祐子 柴田　真由美 岡田　明美 中野

三村　将広 中野 金子  智哉 藤田　敦

粟屋　淳子 川崎　民江 荒川　雅子 ﾄｺﾛ

岩本　達也 北村　宣喜 ﾄｺﾛ 藤城　俊

大野　梨香 ﾚｯｽﾞ 堀井　萌江 加藤　晶子

石井　文男 出口　卓央 ｱﾙﾄ 菊川　益敬

横山　紀子 宮川　すなお 曽我　智子 硬式

齋藤　新悟 野村　聡一郎 長谷川　幸太 武里

野村　恵美 齋藤　愛 長谷川　純子 武里

宮坂　広毅 FFTC 山岸　裕一 鈴木　隆之

畑中　真弓 越村　美奈子 土岐　由美子

鎌形　裕介 倉上　雄樹 山木　啓一郎

宮岡　祐子 荒井　妙子 山木　真知子

糸井　大典 ｱﾙﾄ 染谷　淳一 ｱﾙﾄ 圓子　武蔵

川渕　奈穂 北原　佳子 ﾚｯｽﾞ 古澤　優子

千代田　範人 剣　大輔 田中　明日翔

中村　貴子 細野　美和 谷利　麻理子 武里

及川　克己 小堀　達也 櫻井　淳

鈴木　晶子 亀谷　緑 日下部　由美子

白子　邦明 ｱﾙﾄ 小松  尚次 F4 又木  大亮

小池  絵理 YOU 又木　紅美 石崎　さとみ

羽石　隆志 ﾊﾟﾜ 高野　薫 ﾙﾈｻ 田辺　翔太

古賀　千恵 小板橋　明子 三村　彩花

青野　和正　 新家　正巳 吉田　忠典

相吉　薫 飯田　洋子 宮川　圭子

春日　敏雄 中野 小林　雄一 鈴木　貴志

板垣　かおり 中野 岩倉　好美 中野 山口　美幸

松林　繁 森田　伸康 郡嶋  政司 ﾀﾞﾎﾞ

濱野　江利子 戸枝　よし江 名倉　富美子

米倉　靖行 藤本　勇二 大川　翼

渡邉　和子 山本　美恵子 伊藤　智子 硬式

工藤　信 山本　雄史 丸田　重人 ﾌﾞﾙｰ

堀内　聡乃 鈴木　みのり FFTC 新井　あゆみ FFTC

関根　健 松田　龍馬 未登録 渡邉　善仁

工藤　淳子 斉賀　由紀子 林　美幸 ｻﾀﾃﾞ

小林　茂樹 山根　辰典 宍戸  十志光 ﾄｺﾛ

片桐　歩 中村　信子 倉橋　玲子

木田　恵介 早坂　一史 Ｆ4 荒川　敬嗣 ﾄｺﾛ

木田　美希 新井　優子 原　菜月 ﾚｯｽﾞ

高橋　謙造 倉橋　渉 高津　貞夫

後庵　恭子 林　良子 石倉　雅子

村上　政幸 鈴木　宣久 米澤  圭祐

栗本　章子 ﾚｯｽﾞ 坂田　利永 ﾚｯｽﾞ 小坂　早苗

右川　信司 大堀　琢磨 猪股　由之

伊藤　史子 MAX 城野　茜 江口　舞
27 エルヴェ 右川組

26 中野ウィンズ レッズウィンズ

25 レッズウェーブ ケンちゃんとイッテＱ

24 ダブルフォルト さ～せん

23 レッズウェーブ 伸びしろあります

22 ラケットでトコロテン 栗栖坂46

21 パワフルズ にゃんこスター

20 レッズウェーブ よねモンＧＯ

19 From4 森のくまさん２

18 ラケットでトコロテン  ノンシュガー

17 レッズウェーブ あいきち

16 ラケットでトコロテン 先っちょたかし

15 レッズウェーブ 白子のり

14 スポーツマックス ＭＡＸ100％

13 レッズウェーブ 千代田苦

12 春日部硬式 アルト with M

11 レッズウェーブ HTS+@

10 レッズウェーブ びびりーズ

9 ラケットでトコロテン トドメの純子

8 YOU クィーンアリス

7 中野ウィンズ ミラクルショット

6 レッズウェーブ ハッピースマイル

5 パワフルズ ポッチャリーズ

4 レッズウェーブ ダブルフォルト

3 ラケットでトコロテン ラクラク

2 レッズウェーブ ＯＬＤ ＴＩＭＥ 大沢

1 エルヴェ 池田屋

平成30年度　団体戦大会エントリーチーム

　【　Aクラス　】※青字はメンバー変更を示す

番号 クラブ名 チーム名



平成30年4月22日

ふじテニス ハイバード

サタデー レッズウェーブ

ひょうたん島 ってゆうか

ルネサンス ダブルフォルト

サードパーティー そだね

春日部硬式 NBC

あ～ざ～す かたこりK

ダブルフォルト 春日部硬式

ファミテニシックス

ラケットでトコロテン

ミルクレープ ブルーベリー

ラケットでトコロテン ブルーベリー

黒霧 ひょっこりーず

ルネサンス ルネサンス

立沼の森 それな～

春日部硬式 ダブルフォルト

倉持JAPAN がちゃぴん

ラケットでトコロテン テニスハウスfun

仲良し丸 猫ぱんち

レッズウェーブ From4

ペガサススカイ ギリギリ6

ペガサス ラケットでトコロテン

2-0

MIX 6-3
女D 6-4

MIX 6-1
男D 6-4

MIX 6-4
女D 6-1

2-1
MIX 6-2
女D 6-5
男D 5-6

2-1
MIX 6-2
女D 4-6
男D 6-1

2-1
MIX 6-1
女D 5-6
男D 6-5

2-1
MIX 1-6
女D 6-4
男D 6-5

2-1
MIX 6-4
女D 6-4
男D 2-6

2-1
MIX 2-6
女D 6-3
男D 6-5

2-0

ブルーベリー

3-0
MIX 6-2
女D 6-2
男D 6-2

Bye Bye

3-0
MIX 6-5
女D 6-4
男D 6-1

Bye Bye

Bye Bye

2-0

2-1
MIX 6-1
女D 2-6
男D 6-5

2-1
MIX 2-6
女D 6-4
男D 6-4

平成30年度春日部市テニス協会クラブ対抗団体戦大会【Bクラス】
於　：　庄和コート

Bye Bye

Bye
MIX 6-3
女D 6-1
男D 6-2

3-0
MIX 6-1
女D 6-3
男D 6-5

Bye Bye
2-1 2-1

MIX 6-1
女D 6-3
男D 4-63-0

MIX 6-5
女D 6-0
男D 6-5

MIX 6-2
女D 6-2
男D 2-6

3-0

2-1
MIX 6-5
女D 6-2
男D 3-6

2-1
MIX 6-3
女D 6-2
男D 5-6

ブルーベリー



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

相澤　勝久 今村　隆文 ﾌｼﾞ 上原　浩

須貝　裕美 富永　芳枝 市川　千津子

浜田　修平 北代　真一 犬飼　勇樹

柴本　真奈美 ﾚｯｽﾞ 野呂　恵子 硬式 田中　てるみ MAX

圓子　恭弘 坂野　優壮 斎藤　聖也

松岡　成美 ﾚｯｽﾞ 米澤　久美子 ﾚｯｽﾞ 小路　由美 ﾚｯｽﾞ

杉本　一夫 米丸　一樹 ｻﾀﾃﾞ 池田　力也

池田　由美 設楽　智美 嶋村　洋子

水元　浩一 中村　雄介 ﾚｯｽﾞ 高梨　悠太 ﾙﾈｻ

松本　布美子 小野寺　克江 萩原　圭子

大杉　潤一 菅原　国嘉 安下　純平 ﾄｺﾛ

松永　素子 田村　浩美 松本　雅子 FFTC

山本　昌弘 塙　知一郎 三浦　広光

小林　美弥子 岩田　由紀 高橋　陽子

倉持　吉伸 岡田　真人 藤井　俊輔 中野

三井　咲美 杉浦　里佳 阿野　奈津美

大川原　隆 河合　和彦 玉谷　明男 NBC

須釜　のぼる 森田　智愛 田中　優子 ﾄｺﾛ

田口　滋 阿部　仁 関根　幸夫

加藤　栄子 中村　寿子 ﾊﾟﾜ 佐藤　恵子 硬式

高鳥　信一 丸川　洋二 小林　卓也

高木　智子 須賀　希望 高津戸　恵美子 ﾄｺﾛ

新井　俊行 山野井　浩志 木下　義之

移川　陽子 原　育子 瀬野　さとみ

小谷中　敏男 林　優利 布川　孝二 ﾊﾟﾜﾌ

堀内　留利子 笠原　やす江 小谷野　静子 ﾍﾟｶﾞｻ

中野　憲 宍倉　正浩 井上　智夫

中村　尋子 宮里  知恵 ﾚｯｽﾞ 守屋  千治 ﾚｯｽﾞ

内藤　功 ﾚｯｽﾞ 笠井　省吾 ﾚｯｽﾞ 遠藤　幸成

柴田　圭子 梅澤  智美 遠藤　理恵

彦野　義明 武里 中野　好和 硬式 田川　秀美

古坂　訓子 黒河　美幸 田川　明子

大舘　一之 臼井　友哉 都倉　貴宏

日吉　春子 鈴木　真澄 勝呂　宣子 MAX

芳口　哲也 金井　弘隆 新井　伸之

加藤　広子 fun 板坂　友子 硬式 米丸　理子 ｻﾀﾃﾞ

古河　誠 ﾄｺﾛ 竹内　達彦 直井　和徳

古河　玲子 ﾄｺﾛ 森田　和子 牧　良子

尾崎　徹 吉中　康哲 吉田　敦

荒井　美津子 尾崎　裕子 志賀　三千代

佐藤　博政 田中　信介 大作　行元 ﾙﾈｻ

岡山　和恵 ﾙﾈｻ 蓜島　光代 神山　陽子
21 ラケットでトコロテン ギリギリ6

20 From4 猫ぱんち

19 テニスハウスfun がちゃぴん

18 ダブルフォルト それな～

17 ルネサンス ひょっこりーず

16 ブルーベリー ブルーベリー

15 ラケットでトコロテン ファミテニシックス

14 春日部硬式 かたこりK

13 NBC そだね

12 ダブルフォルト ってゆうか

11 レッズウェーブ ハイバード

10 ペガサス ペガサススカイ

9 レッズウェーブ 仲良し丸

8 ラケットでトコロテン 倉持JAPAN

7 春日部硬式 立沼の森

6 ルネサンス 黒霧

5 ラケットでトコロテン ミルクレープ

4 ダブルフォルト あ～ざ～す

3 春日部硬式 サードパーティー

2 ルネサンス ひょうたん島

1 サタデー ふじテニス

平成30年度　団体戦大会エントリーチーム

　【　Bクラス　】※青字はメンバー変更を示す

番号 クラブ名 チーム名


