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ご 挨 拶 



創立４０周年を記念しての

ご挨拶 
 

春日部市テニス協会 会長   栗岡  俊丈 

 
 
 今年、春日部市テニス協会は創立４０周年、また庄和

町テニス協会と合併して丁度１０周年を迎えました。当協会がここまで発展できまし

たのは、創立時の関係者ならびに歴代の協会役員の方々、市当局の関係者、そして会

員の皆様のご尽力のお蔭と心から感謝し、御礼申し上げます。 
 
４０年前と言えば第二次ベビーブームの年で、新幹線も博多まで開業されるなど世

の中が拡大の時代でした。当協会は、その時に武里テニスクラブの方々を中心とした

会員で協会として産声を上げてから４０年、今年遂に会員数が千人を超える大所帯と

なりました。 
その間、大沼コートの人工芝化、軟式専用コートの硬軟共用化、庄和コートの全面

改修など当協会は数々の改革を遂げて参りました。特に１０年前に庄和町テニス協会

と合併して協会組織を一新し、ポイントランキング制度の導入やデｲレクター制によ

る大会運営など公明正大な協会運営をすべく、諸制度の整備、改革を実施して参りま

した。 
 
創立４０周年という節目の年に当たり、長年の願望であります「近隣都市と比較し

ても見劣りしないテニスコート環境の整備」の早期実現に向け一層努力する必要があ

ることを改めて痛感する次第です。更には、協会、大会運営につきましてもまだ至ら

ぬところがあると思いますので、今後一つずつ改善して、会員による会員のための開

かれた協会とすべく努力ゆきたいと思います。 
会員の皆様、並びに関係の皆様におかれましても、引き続き協会運営に対し率直な

ご意見、ご提案を賜りますとともに、一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 
 
最後に、この４０周年記念誌の発行にあたり、皆様に種々ご協力頂きましたことを

心より御礼申し上げて、ご挨拶とさせて頂きます。 
 

 



春日部市テニス協会の４０周年を記念して 
－１０年前の合併当時を振り返って－ 

 

春日部市テニス協会  理事長  大 前  進 

 
ちょうど１０年前の８月に、春日部市テニス協会と庄和町

テニス協会の合併にあたっての初会合が持たれました。私は

庄和町テニス協会代表の一人としてこの会合に加わったのですが、それまで春日部市

テニス協会についての予備知識が全くなく、その時に初めて、春日部市テニス協会が

創立３０周年を迎えられ、７月には創立３０周年記念式典が盛大に開催されたとお聞

きし、すごく歴史のある協会であると敬服いたしました。 
そんな歴史ある春日部市テニス協会と小さな庄和町テニス協会が合併するという

ことでやはり対等合併とは言いながらも弱小の庄和町が春日部市に呑み込まれるの

ではないとの懸念を抱きながら交渉に入り、都合９回の打合せを経て平成１８年４月

１日に正式合併に至りました。 
合併前の平成１７年度は、春日部市の会員は２５団体、約６００名、庄和町は１６

団体＋個人会員、約２２０名であり、事業数（大会数）が春日部市は年間１４回、庄

和町は８回でありました。特に、印象的であったのは、庄和町では毎月１回理事会（理

事１７名）を開催しながら、大会運営等は当番理事が行うというものでありましたが、

春日部市では四役（会長、理事長、常務理事、会計監査）会議のもと、大会は各所属

クラブが持ち回りで主管し運営するというものでした。一クラブが大会を取り仕切る

ことが出来るのかと驚いたことが記憶にあります。それが今も踏襲されています。 
こうした実態を踏まえて、庄和町がどのような形で合併するかという議論の中で、

①春日部支部・庄和支部の支部制、②春日部本体＋庄和支部、③庄和が一クラブとし

て春日部本体に加盟、④庄和テニス協会は解散し所属の各クラブがそれぞれ一クラブ

として加盟するという案が検討されました。 
そこで、①と②については組織再編（規程等の見直し）に時間が掛かること、一方

④については庄和町の団体として今後も活動していきたいという思いから解散は見

送られました。結局③の一クラブとして庄和町テニス協会を「ＴＣ庄和」に再編し春

日部市テニス協会に加盟することになりました。 
交渉当初は、何とか庄和の権利を主張したいという思いがありましたが、当時の福

澤会長、堀内理事長、また庄和町の折田会長らの常識的な判断から、双方の大会を踏

襲しながら、まず１８年度は１７大会を開催し、徐々に整理していこうという方法が

取られました。また、大会運営についても、春日部方式の各クラブに主管を任せると

いう方法により今に至っています。 
この１０年、私自身協会役員として携わってきた思いもあり、創立４０周年を盛大

にお祝いするとともに、今後の春日部市テニス協会の発展を願うものであります。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご 祝 辞 



創立４０周年を祝して 
 

             春日部市長  石 川  良 三 

 

 

 春日部市テニス協会が創立４０周年を迎えられましたこ

とに、心よりお祝い申し上げます。 

 創立以来４０年の長きにわたり、市のスポーツ振興を支

え、多くの市民の健康と生きがいづくりに多大なるご貢献

をいただきました歴代の会長をはじめ、会員の皆様方のご尽力に、あらためて敬意と

感謝を申し上げます。 

 春日部市は、「人・自然・産業が調和した快適創造都市－春日部－」の将来像のも

と、「住んでみたい」、「住み続けたい」と思えるようなまちを目指して、様々な施策

に取り組んでいます。特に、スポーツにおいては、市民の健康増進と体力の向上およ

び自発的活動を促進するため、積極的に各種事業を推進し、だれもが「スポーツ・レ

クリエーションを楽しめるまち」を目指しております。 

 皆様の活動は、テニスの技術向上はもとより、仲間とのコミュニケーションを深め、

日々の生活を充実させるとともに、健康を保つことで、様々なことにも挑戦できる素

晴らしいものであり、今後の活動においても大きな期待を寄せております。 

 今ではプロテニスプレーヤーの錦織圭選手や、春日部市出身のプロテニスプレーヤ

ー、綿貫裕介選手、敬介選手とその弟の陽介選手の活躍もあって、テニスが大きく注

目されております。この刺激を受けて、新たにテニスを志す方や、テニス「再デビュ

ー」をされる方が増えております。 

 皆様におかれましては、今後も、本市のテニス競技の普及、発展を通じて、市民の

皆様の健康づくりと生きがいづくりにお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、春日部市テニス協会の今後ますますのご発展と、会員の皆様方のご健勝、

ご活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

 



お祝いのことば 
                                      

春日部市体育協会 

会長 佐 久 間  実  

 

 

 春日部市テニス協会が創立４０周年を迎えられ、輝か

しい活動を記録に残すため記念誌を発刊されることは、

誠に意義深く心よりお慶び申し上げます。 

 また、４０年間にわたりこれまでに様々な歴史を築かれましたことを歴代の会長を

始め、協会役員そして会員の皆様方のご尽力にあらためて、心から敬意を表します。 

 さて、春日部市体育協会は健全なるスポーツの普及発展に努め、市民の健康増進及

び体育文化の進展を図り、市民全体の向上と生活の明朗化を寄与することを目的とし、

これまでに生涯スポーツを見据えた様々な事業を取り組んでまいりました。 

 これも、長きにわたり、本協会の成長、発展にご尽力いただきました加盟２２団体

の皆様のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申し上げる次第です。 

貴協会におかれましても、スキルアップレッスンや講習会、各種大会の企画、開催

により、全国、国際大会において優秀な成績をおさめられております。生涯スポーツ

を見据え、ジュニアからシニアまで幅広い世代の会員の要望に応えた素晴らしい運営

の下と存じております。 

今後とも春日部市のスポーツの普及発展のためにお力添えをいただくとともに、私

ども春日部市体育協会としても努力し、盛り上げていきたいと考えております。 

４０周年を機にこれから貴協会が益々ご発展、ご活躍されることを心から祈念申し

上げ、お祝いのことばといたします。 

 



祝４０周年～継続は力なり 
         

春日部市テニス協会 顧問 

春日部市議会議員  岩 谷 一 弘 
 
 
このたびは、春日部市テニス協会創立４０周年、誠に

おめでとうございます。この日を迎えるにあたり、歴代

役員の皆様のご労苦と会員の皆様のご理解・ご協力に敬

意を表すると共に、心からお慶び申し上げます。 
私が議員に当選して間もなく、８年ほど前に、地元自

治会の方から、テニスコート環境改善の要望を賜り、その後、貴協会役員の方々と相

談をさせていただきました。その中では、特にコートが分散しており、東部地域での

大会が開催できないこと。また、施設の老朽化改善などが急務であるが挙げられ、こ

れに取り組ませていただきました。 
当時、春日部市では、学校耐震化工事が教育費の多くを占め、体育施設等の社会教

育費は、厳しい財政状況で、なかなか確保できない現実がありました。しかし、貴協

会の理論的な根拠に基づく資料とたゆまぬ熱意によって、幸いにも国からの補助金を

活用して、大沼コートの人工芝化を実現することができました。 
その後も、継続的な要望活動と、担当課とのやりとりの中で、次に庄和コートの全

面改修を推進したいという方向性を伺い、これを目標に取り組んでまいりました。市

議会でも取り上げさせていただき、石川市長執行部の理解のもとに、一昨年これが実

現しました。 
 しかし、こういった要望活動を実現させることは、容易ではありません。春日部市

内には、数多くのスポーツ団体とスポーツ施設があり、それぞれ環境改善を要望して

きているからです。その中でいかにテニスの環境改善に目を向けてもらうかが、非常

に重要です。 
 そのためには、個人としてではなく、協会の総意として、意見・要望を集約し、プ

ライオリティ（優先順番）を決めて、継続的に提案していくことが、実現への近道だ

と思い、助言をさせていただいております。 
そして私が、貴協会を素晴らしいと評価させていただいている点は、特にリタイア

世代の健康寿命への貢献と次世代育成事業にあります。自分たちがただ楽しむだけで

なく、公共性や社会貢献の気持ちを皆さんが共有していると感じています。 
「継続は力なり」春日部市テニス協会お皆様をこれからもサポートさせていただく

ことをお約束させていただきます。大きな大会が開催できる春日部市を目指して！ 

 



創立４０周年をお祝いして 
 

              春日部市教育委員会 

               教育長 植 竹 英 生 

 

 

 春日部市テニス協会が、創立４０周年を迎えられ、また

それを機に記念誌を発刊されますことを心よりお祝い申

し上げます。 

 ４０年という永い歴史を築き、春日部市のスポーツ振興に努めてこられた会長をは

じめ、役員、会員の皆様方の多大なるご尽力により、幅広い活動と多くの実績をおさ

められていることに、心から敬意と感謝を申し上げます。 

 春日部市のスポーツ行政は、体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、市民のだれ

もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーション活動に親しむこ

とができるよう、生涯スポーツ社会の実現に向けて取り組んでおります。 

 ２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピックが予定され、まさに、２１世

紀は、生涯スポーツの時代であると言っても過言ではありません。 

 生涯スポーツを普及・振興するためには、様々な条件整備が必要となりますが、そ

の中でも、特に重要なのは、一生涯を通じてスポーツ・レクリエーション活動を共に

楽しむことができる仲間の存在です。 

 共に心地よい汗を流し、喜びを分かち合い、苦労も分け合って歩むことのできる仲

間がいるからこそ、心の底からスポーツ・レクリエーション活動を楽しむことができ

ます。 

 春日部市テニス協会におかれましては、今後においても末永く、スポーツ・レクリ

エーションをこよなく愛する方を牽引していただき、地域スポーツ活動の振興にお力

添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、春日部市テニス協会の限りないご発展と関係の皆様方のますますのご活躍

を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。 

 



祝   辞 
 

埼玉県テニス協会 

副会長 兼 理事長 油 井  正 幸 

 
 
 春日部市テニス協会が創立 40 周年を迎えられましたこ

とを、心からお祝い申し上げますとともに、その歩みを綴

った記念誌が発行されますことを、皆様とともにお慶び申し上げます。 
 創立 30 周年から、早や 10 年の歳月が過ぎ、40 周年記念誌の寄稿を再び依頼され

ることは夢にも思っていませんでした。現在も埼玉県テニス協会に携わっています。 
その間春日部市テニス協会の歴代役員の皆様とは懇意にさせていただき、又、個人的

ですが所属会員としてもお世話になっており、今後共によろしくお願いしたいと思っ

ています。 
 春日部市テニス協会は、庄和町の合併もあって会員数が 1,000 名を超える大組織と

なり、県下でも目覚ましく繁栄した郡市協会へと発展していることを痛感致します。 
これには福澤智元会長・堀内哲嗣郎前会長をはじめとして、歴代の先輩方のご努力が

実を結び、現体制下での栗岡俊丈会長・大前進理事長でますます発展・充実されるこ

とを切に期待しています。 
 埼玉県テニス協会は約 26,000 人の会員を有する全国屈指の県テニス協会となり、

日本テニス協会の JPIN（個人番号制）システムを将来的に進めるべく種々検討して

いますが、それに先駆けて平成 28 年度からは会員番号制を導入するまでに漕ぎつけ

ました。 
又、埼玉県テニス協会では現在社会で言われているガバナンスの強化に取り組む積

りです。 
最近は世界で活躍する錦織選手の効果により、低年齢層の普及が目覚ましく、近来

にないテニス業界としての盛り上がりをしており、この時期に春日部市テニス協会が

40 周年を迎えることは大いなる飛躍の機会になると思います。 
 最後になりますが、春日部市テニス協会代表チームが、埼玉県代表として全日本都

市対抗テニス大会に参加出来ることを、歩みの一ページに刻まれることを期待してい

ます。 
創立 40 周年を期に今後貴協会の益々の発展と会員のご健勝を祈念しお祝いの言葉と

致します。 

 



春日部市テニス協会創立 40 周年を祝して 
 

埼玉県東部郡市テニス協議会 

理事長 四 家  喜 一 

 

 春日部市テニス協会創立 40 周年、また庄和町テニス協会と

の合併により新春日部テニス協会が誕生して10周年の節目に

当たり心よりお祝いを申し上げます。 

 東部郡市テニス協議会は埼玉県東部地域の11郡市（草加市、

八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市、北葛飾郡（松

伏町及び杉戸町）、蓮田市、白岡市郡（白岡市及び南埼玉郡宮代町）、久喜市及び幸手市）か

ら構成され、平成 27 年度の埼玉県テニス協会への登録人員は約 5,000 名になります。このう

ち春日部市からは 1,000 名を超える登録を頂いており東部地域の中でも草加市と並び 1，2を

争う登録人数になっております。これは春日部市テニス協会役員の皆さんをはじめ多くのテ

ニス選手及び愛好家の方々の日頃の努力の賜物と敬意を表する次第です。また、東部郡市テ

ニス協議会は春日部市テニス協会の当時の役員の方々が中心となって設立されたことを忘れ

ることは出来ません。さらに春日部市テニス協会からは当協議会の要職役員を発足当初から

派遣して頂き会議並びに大会開催など事業運営・当協会の発展拡充にご尽力を戴いておりま

すこと、衷心より感謝を申し上げます。 

 さて、当協議会の事業として県大会予選会に当たる「一般男女ダブルス大会」、「一般男女

シングルス大会」及び「郡市対抗戦」のほか、近年ではテニスの普及・発展をより一層図る

べく「一般男女親睦ダブルス大会」及び「ベテラン男女親睦ダブルス大会」等を開催してお

ります。また、当協議会主管の審判講習会並びに指導者講習会を年 1回及び埼玉県都市対抗

テニス大会を 4年に 1回（埼玉県の東西南北協議会で主管会場の持ち回り）開催し、これら

の事業は上記 11郡市のテニス施設等を順次お借りして実施しております。毎年 3月に実施し

ている一般男女ダブルス大会の開催会場には平成 29 年から 3年間、春日部市のテニス施設を

拝借すべく手続きを進めているところです。 

春日部市テニス協会からは当協議会が主催するテニス大会等に大変多くの選手の参加を頂

き、各種目で好成績をおさめております。とりわけ埼玉県都市対抗テニス大会の予選会であ

る東部郡市対抗戦において春日部市は 11郡市中、常に優勝たまに準優勝の好成績をあげ埼玉

県都市対抗テニス大会でも好成績を残すものの埼玉県での優勝あるいは準優勝までには至っ

ておりません。 

東部地域の郡市対抗戦などの団体戦やジュニア大会を含む県レベルの大会等の開催を春日

部市で開催することにより自ずと春日部市のテニス人口増のみならず、テニスの全体的なレ

ベルアップが図られますが、春日部市の現有テニス施設事情ではこれらの大会の開催が難し

く、コート事情のなお一層の拡充が図られることをお願いしたいと思います。 

最後になりますが、春日部市テニス協会が今後創立 50 年、60 年に向けて益々充実発展さ

れること並びにテニス選手・愛好家・会員各位のご健勝を祈念してご祝辞と致します。 

 



春日部市テニス協会 ４０周年に寄せて 
 

春日部市テニス協会  顧問  

元会長 下 陸 栄 明 

 
 
市協会設立から早や４０年が過ぎました。創立当初の

環境を思い浮かべ感慨ひとしおのものがあります。前回

３０年記念時に次はないものと思い設立当時の経緯、周

りの環境、当市の事情や問題点などを記念誌に細かく書

きましたので今回寄稿のチャンスをいただき驚いております。最近は公式戦からも遠

ざかり協会にも名前だけで年１回の総会に参加し市の現状を拝見するのみですので 

今回は雑感にて失礼いたします。 
昨年の錦織選手の世界的や活躍に始まり、世の中は全くのテニスブ－ムに入りまし

た。半世紀前天皇、皇后両陛下ご成婚前のミッチーブーム以来の到来です。我々テニ

スマンには大変嬉しいことではありますがこの機会にこそ永年待ち望んできた市テ

ニス愛好者総員のための正式テニス設備の完成を是非果たしたいものと望んでおり

ます。協会設立当初から全ての会長が種々あらゆる方法で取り組まれてもいまだに解

決されない当協会の宿願であります。 
昭和５０年当時の県協会、郡市協議会、市協会ともそれぞれが成長し、会員数、運

営方法、組織、技術レベルなど４０年を経て全てが進歩成長してきました。当市協会

も１０年前の新市制にそって 新体制を組み、その際参画いただいた多くの新役員の

皆さんの活躍もあり、立派に運営され今日を迎えたことを大変喜んでおります。会員

数も 1,000 名を超える大所帯で県協会の中核となりますますの活躍が期待されます。 

最後に 協会設立参画者の一員として元気にプレ－が出来るうちに何とか設立当初

からの念願の新しいコ－トに立ちたいものと祈念しつつお祝いの言葉といたします。 
 

 



創立４０周年を祝して 
 

春日部市テニス協会  顧問 

元会長  福 澤  智 
 
春日部市テニス協会創立４０周年を迎えられ、誠におめでと

うございます。 
心から御祝い申し上げます。 
顧みると、平成 15年の総会時に平成 17年に春日部市テニス

協会は創立 30周年を迎える旨発表し、協会として記念式典と記
念誌を発行する一大イベントを、協会一丸となって準備を進める事に致しました。 
記念誌の発行については、市並びに協会関係者にご祝辞ご寄稿のお願い、各クラブにクラ

ブ紹介のお願い、特に難問は対外試合の結果資料収集が大変な作業でした。当時の下陸顧問・

堀内理事長・沼崎監事・谷利（ゆ）常務理事には、多岐にわたり大変お力添えを頂き準備を

進めました。 
平成 17年度に入り、記念誌の発行・会場の確保・柳昌子プロおよびアシスタントプロ招聘

の固めに入り、平成 17年 7月 17日春日部エミナースにおいて実施の運びとなりました。と
ころがその最中、市より平成 17 年 10 月 1 日をもって春日部市と庄和町は行政合併するが、
両市の体育協会は暫定合併とし、平成 18年 4月 1日をもって正規の合併とする旨伝達されま
した。 
ご想像の通り、大変な事態に成りましたが、幸いな事に 30周年事業関係は、ほぼ準備は纏

まっておりましたので、計画通り、平成 17年 7月 17日午前午後と柳昌子プロを中心とした
テニスクリニック・エキジビションを行い、夕刻より式典・表彰・懇親会を賑々しく挙行す

る事が出来ました。 
安心する暇もなく次の問題は、異なるテニス協会をどうやって、スムーズに合併して事業・

大会を進めるかでした。平成 17年 8月 20日第一回両市の役員会を春日部の武道館にて開催
し、顔合わせと今後の会の進め方について協議、会場を月 1 回交互に分担して進める事を決
定。事業については、それぞれ持ち寄り、県予選の大会は別として、各協会が大事にして来

た大会を極力生かすようにして大会を進める事にしました。大会担当は従来の大会担当を重

視して初年度は庄和町の大会は庄和町に担当願うことにして、徐々に新しい体制作りに努め

て行く事にした。お陰様で、両市の協会役員の努力と協力により、平成 18年 4月 1日に新春
日部テニス協会の発足を見て、スムースな移行が出来たことを心から感謝しているところで

す。また、個人としては、平成 8年～19年迄協会会長として協会事業に携わり、平成 22年
5 月には、埼玉県テニス協会の油井理事長のご推挙を得て、日本テニス協会より功労賞を戴
きました、身に余る光栄で、偏に協会皆様のご支援の賜と感謝しております。 
結びに当たり、間もなく新春日部テニス協会も発足 10 周年を迎えます。盤石な体制で 50

年に向けて、ますますのご発展とご隆盛をご祈念申し上げます。 

 



創立４０周年を祝して 
 

春日部市テニス協会  顧問 

前会長 堀内 哲嗣郎 

 
 
春日部市テニス協会が 40 周年を迎えるに当たり、記念事業

を開催すると共に記念誌を発刊する運びとなりましたことを心

よりお慶び申し上げます。会長、栗岡俊丈氏・理事長、大前進氏をはじめとする役員の皆様

方の当協会に対する並々ならぬ情熱と御努力により実現したものであり敬意を表します。 
 40 周年記念誌なので、当時の歴史を回顧してみたいと思います。10 数年前、会長の福澤智

氏のもとで理事長職を務めておりました時に、協会が 30 周年を迎えました。記念事業の一環

として、協会の歴史を後世に伝えるべく記念誌を編纂することになりました。30 年間に亘り

散逸していた情報や記録を収集するのは大変困難を極めましたが、関係者各位の協力を得て

発刊に漕ぎ着けました。その結果、歴代会長をはじめ役員並びに関係各位の献身的なご支援

やご尽力により育まれてきた協会の実態や、会員の皆様が様々な大会で優秀な戦績を残した

りテニス愛好家を育成したりした歴史の全貌が明らかになりました。その後、春日部市と庄

和町が合併した関係で、10 年前に現在のテニス協会が発足しました。当初は、それぞれの協

会には長年培ってきた伝統があり一体化するのに困難も多々ありました。 
その様な最中に会長に就任することになり、今後を見据えた協会のあるべき姿を考えて悩

みました。長く協会役員を歴任していたので、その中で培った幾つかの思想信条を具現化す

るためにキーワード考えました。 
①ボランティア精神：支出を極力削減するために、全会員が事業に積極的に協力する。 
②民主的運営：役員会などの会合で多くの人の意見を聞き、自由闊達に議論を深める。 
③公明正大：ウエブサイトや会報の内容を充実させて、情報の共有化を図る。 
④会員参加による小さな協会：協会役員を少数精鋭にして、事業などは会員の協力を仰ぐ。 
⑤活発な活動：硬式テニスの普及発展のために様々な事業を活発に行い、底辺の拡大と強い

選手の育成を図る。当協会傘下の営業クラブにプロ集団としての協力を積極的に仰ぐ。 
⑥全方位外交：上部団体への積極的な参加や関係の深い団体との親交を深める。 
⑦環境改善：満足なテニスコートが少ないので、行政などへの強い働きかけを行う。 

このような事柄を実践していくには、協会員の理解を深める必要がありました。一方、組

織や体制を確立して役割分担を明確にする事と、大会などの事業運営をマニュアル化するこ

とも必要なので、大会管理規程や大会運営要領などを完成させました。在任期間中は、当時

の役員や関係各位には大変お世話になりましたが、歴史と伝統のある当協会の歴史の一ペー

ジを共に担えた事をここに懐かしく回顧できて大変幸甚です。 
終わりに当たり、春日部市テニス協会の益々のご繁栄と、役員や会員のご活躍とご健勝を祈念

して、創立 40 周年の御祝の言葉とさせていただきます。  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブ紹介 



１．武里テニスクラブ 

昭和 40 年代の日本の人気スポーツといえば野球でした。酒場でプロ野球中継に熱狂するサラリーマンや、

学校帰りに空き地で草野球をする子供たちの姿が多く見受けられたものです。テニスに限らず野球以外のス

ポーツがテレビ放映されることなどほとんどなく、テニスをする人を見かける事などまずありませんでした。

そんな時代、ベッドタウンと称して各地に住宅が建設され春日部にも大きな団地ができます。その片隅にテ

ニスコートが併設されていて、当時ではめずらしかったテニス経験者が自然と集まり、いつしか小さなテニ

ス愛好会が誕生するのです。 
時は流れ平成の今、日本人テニスプレーヤーが世界のトップ選手として活躍しテレビで連日報道されると

いった半世紀前には想像もしなかったような時代になりました。巷でもテニスを楽しむ人々をよく見るよう

になったものです。 
昭和 50 年、数十名ほどの小さなテニス愛好会「武里テニスクラブ」を母体とし「春日部テニス協会」が創立

されます。「武里テニスクラブ」が地を耕し、種を蒔き、「春日部テニス協会」が水を撒き、肥料を与えてき

た、そうして今や春日部のテニス愛好者の数は千人超とのことです。春日部のテニス史に多大な影響を与え、

今日の春日部テニス協会の繁栄も当クラブあってのものという自負を胸に現在も活動を続けております。 
当クラブは、2 年後に 50 周年を迎えます。春日部テニス界の先駆者(ルーツ)としての誇りをもって、これ

から先も活動を続けていく所存です。よろしくお願いいたします。 

 
 
 
２．春日部硬式テニスクラブ 

 
●  当クラブは、原則として春日部市在住、勤務、在学

者一般会員及びジュニア会員をもって構成されてお

り、テニスを通じてクラブ相互の技術向上と親睦を図

り、併せて健康増進に努めることを目的としていま

す。 
●  活動は、技術向上を主目的とする各種レッスンと、

親睦を主目的とするダブルスゲームを行ってお

り、会員はどちらの活動にも、自由に参加するこ

とが出来ます。 
●  活動は、一年を通じ、平日及び土・日曜日・休日に行

っていますので、各会員の都合に合わせ参加するこ

とが出来ます。 
●  入会希望の方は、経験者及び未経験者にかかわら

ず、随時受付け、歓迎しています。 
                                                       

詳細ホームページ（http://sports.geocities.jp/kasukabetennis）を参照ください。 

  

 
２０１３年夏 イベント 



３．春日部フジテニスクラブ                      
春日部フジテニスクラブは昭和 53 年（1978 年）11 月に創立され、埼玉県内の民間テニ

スクラブを組織している「埼玉県テニス事業協会（STIA）」に加盟しております。東武アー

バンパークライン（旧野田線）の「藤の牛島駅」から徒歩３分という立地にあり埼玉県下

で一番駅に近いテニスクラブとしても有名です。従いまして都内を含めた市外からの会員

も多く在籍しております。また、閑静な住宅街の中で近くには樹齢 800 年を超える藤の木

の名所があるほか、古利根川も流れており桜や藤の季節には花見客で賑わいます。 

さて、当クラブにはバッテングセンターも併設されていますのでテニスに疲れた時には

バッテングでスカッと気分爽快を味わうことも出来ます。砂入り人工芝４面、ナイター設

備を有していますので、暑い夏などには夕方以降にテニスを行うことも出来ます。クラブ

ハウス、ロッカールーム、シャワールーム、プロショップもあり、駐車場も十分の広さが

確保されております。 

会員は永久会員（連続で 10 年間以上正会員であった者）と正会員（定休日の金曜日以外はいつでも可、ただし２年ごとに更新）、平

日会員（土日祝日及び定休日以外は可）及びその方のご家族を対象とした家族会員からなっております。 

会員相互の親睦を図るために年に数回の親睦会や気が合った会員同士での飲み会、ハイキング、小旅行なども企画されております。

何といっても春日部フジテニスクラブの自慢はオーナーをはじめ会員同士のアットホ

ームでフレンドリーな環境の中で、自分の都合に合わせて和やかにテニスを楽しめる

ことです。テニスのレベルについても初級者からトーナメントクラスまで対応できま

すので、テニスが大好きなあなたならきっとお気に入りになること間違いなしです。 

一度、体験テニスにいらっしゃいませんか。会員一同心よりあなたを暖かくお迎え

致し 

たいと思います。 

 

以下に当クラブの連絡先と URL を示しますので、一度アクセスしてみて下さい。 

所在地：春日部市牛島 139  電話番号：048-754-1395 

URL：http://tenicoco.com/st-kasukabe/2572/ 

 

 

 

 

４．ＴＣ庄和 

平成 17 年 10 月１日に庄和町が春日部市と合併されたことに伴い、旧庄和町テニス協会から TC 庄和

に組織変更し、春日部市テニス協会に加盟し今年で満 10 年を迎えます。 
TC 庄和では、春日部市テニス協会主催の各種大会への参加を積極的に呼びかけると同時に、TC 庄和

独自の大会を毎年年二回(春・秋)開催しています。 
大会開催にあたっては、毎回趣向を凝らし参加を募りますが、恒例の「有名ホテル食事券」争奪大ジ

ャンケン大会には参加者全員が参加し、男女問わず最も盛り上がる行事として定着しています。 
地元「庄和」の名称をいつまでも残せるよう次代を担う若者の入会をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



５．スポーツマックスユニバーサルテニススクール 
当クラブは、昭和５９年７月スポーツプラザ東春日部として創立し、平成 11

年４月には、スポーツマックスユニバーサルテニススクールとして、リニュー

アルしました。 
現在、メンバーシステム，テニススクールを中心として３００～５００名が

在籍するテニスクラブとして成長して来ました。 
施設としては、全天候型のテニスコート３面で足腰に優しいウレタン入りカ

ーペットコートです。平成２２年１１月に屋根をリニューアルし、生徒さんか

らは“外と変わらないぐらい明るい”と評判です。さらに今年３月には、ナイ

ター設備もリニューアルし、夜も昼と変わらない明るさで、テニスを楽しんで

頂いています。 
スクール運営は、テニス関連事業４０年近い実績とともに、関東地区１０校、

関西地区３校を誇る（株）テニスユニバースによって、テニスを科学的にとら

えた斬新な理論による指導が日々熱く行われています。 
コーチングスタッフは「コーチはプレイヤーであれ。」というモットーのもと

に、自らトーナメントにもチャレンジするとともに、生涯スポーツとしてのテ

ニスの素晴らしさを一人でも多くの方に伝えられるよう心のこもったレッスン

を目標としています。 
ぜひ、さらにテニスを楽しみたい…と思っている方、もっとテニスを向上さ

せたい…とお考えの方、もっとテニスに刺激がほしい…と感じている方、そん

なテニスを始めてみたい…と思った方、一度スポーツマックステニススクール

のレッスンを体感してみて下さい。 
アットホームな雰囲気のなか、スクール生・メンバー・スタッフの垣根を越

えたテニスを通じた交流の場にぜひ一度ご来館下さい。 
体験レッスンのご予約、館内・レッスンのご見学など、お気軽にお問合せ下

さい。 
スタッフ一同心よりお待ちしております！！ 
 

 

 

６．ＹＯＵテニスクラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 当クラブの歴史は 27 年で春日部市テニス協会の発展と共に成長して参りました。会員は男子 30 名・女子

15 名で、テニス好きの小チームが集まったサークルです。 
 テニスを始めた方から、春日部を中心にした東部地区の大会にも参加する会員もおります。毎週日曜午後

YOU スポーツのコートで練習し、リゾート大会や焼き肉会、そうめん会、芋煮会など、イベントも企画し楽

しんでおります。 
 

 

 

 
埼玉県春日部市豊野町
2-30-11 
TEL  048-737-0303 

 

 



７．ブルーベリー 
 

 

ブルーベリーテニスクラブは，数十年？の歴史のあるクラブで，当たり前ですが，テニスをこよ

なく愛するメンバーが集まっています。定期的に集まってテニスをする機会は少ないのですが，各

メンバー，日々練習を重ねレベルアップをはかっています。 

また，春日部市の大会，県大会，全国大会にも参加しており，ランクアップを目指しながら，テニ

スを楽しんでいます。どこかのテニスコートでプレーする機会がありましたら，よろしくお願いい

たします。 

代表 丸田重人 

 
 
 
 
 
 
 
 
８．ＬＯＵＶＥ  ＴＥＮＮＩＳ  ＣＬＵＢ 

 
 

発足は、１９９６年、・・・古・・・今でも市営コートを借りて週１ざんまい。 
「美しく❢  華麗に❢  強く❢」がモットーだったのが、いつのまにか 
「楽しく❢  元気に❢  ワイワイガヤガヤ」に変貌してしましました。 
しかし  県大会予選会には、毎回出ています。（老体にムチ）ファイト❢❢ 
        それもまた楽し デス 

 

 



 

 

９．パワフルズテニスクラブ 

現在の登録者数は、３３名です。（男子２３名、女子１０名） 
クラブのモットーは、「楽しくテニスを！」で、テニスを通じた親睦ならびに技術の向上は、健康増進とス

トレス発散にも効果ありです。 
現在の会員数は男性上位ですが、技術は女性上

位で、県大会本戦出場常連もいるという状況で、

男性は少し肩身が狭いです。あえて言えば、女性

のために練習相手になってあげているということ

にしておきましょう。 
健康のためにテニスをしたい人や、もっと上手

くなりたい女性にもお勧めです。 
練習は、概ね平日参加（平日に時間がある人）

と週末参加（週末しか休めない人）に分かれてい

ますが、自由です。（限定している訳ではありませ

ん。） 
少し高齢化しつつあるのと、登録人数も減ってきたので、最大 40 名程度になるまで会員を募集します。 
土日に大沼Ｃコートで練習していることが多いので、興味のある方は見学に来てください。臨時の体験も

受け付けます。お待ちしています。 
クラブの概要 ①入会金 1000 円 ②年会費 15,000 円（コート代、ボール代含む） 

 ③主な使用コート 大沼コート 
④練習時間  月水金、各 4 時間。土日、各 8 時間。祝日も。 
 

 
 
 
１０．ＦＦＴＣ 

1996 年にスクール仲間が試合に出たくて作った 10 名程度のサークルが 20 年経ち 44 名の「テニス好

き」集団に成長（？）しました。 
 GW には２０周年記念の合宿を

盛大に行い、プロレッスンやチーム対

抗戦、賞品付き的当てゲーム等を楽し

みました。この 20 年の思い出を語り

合い、今後も楽しく活動していく再確

認をしました。 
 現在、試合での勝利を目指してい

る人・健康のため或いは生活の潤いと

して楽しんでいる人とそれぞれの目

的は違ってきていますが、皆で練習に

励んでいます。 
 40 代が中心のサークルになり出

来る事も変わってきましたが、相変わ

らずモットーは 

「花のように華麗に美しく！そして楽しく♪」代表 田浦 悦彦 

 



１１．グローバルプロテニスアカデミー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．Ｒ．Ｔ．Ｔ． 

 

 Ｒ.Ｔ.Ｔは現在男性２名のクラブです。２名しかいませんが、日頃のテニスの練習での成果を春日部

テニス協会の各大会に参加して発揮したいと思っています。 

年をとっても各大会で常に上位を目指し頑張っていきたいと考えています。 

よろしくお願いします。 

写真なしですいません。 

『世界に通用する選手を、埼玉・春日部から育成をする!』を目標に  

日本プロテニス協会・米国プロテニス協会認定、プリンスラケット契約 綿貫弘次プロを校長とし  

2004 年 3月１日に開校した、グローバルプロテニスアカデミーを母体とするクラブです。 

指導方針は『一人一人を大切に、楽しみながら上達する』をモットーにレッスンを行っています。  

 

 
「全日本選手権ミックスダブルス優勝」 

日本一に輝き国際大会優勝等実績をだし

ている 綿貫裕介プロ 

「ジュニア時代７度の全国大会優勝」 

日本一に輝きプロ転向後国際大会優勝を

誇る綿貫敬介プロ  

グランドスラムウィンブルドンジュニアで 

日本人唯一三回戦まで勝ち上がり 

ベスト 16 という快挙を達成した 

綿貫陽介選手 

ＲＳK全国選抜選手権で優勝し、日本一と 

なり修造チャレンジに選抜されマスコミの

間でも取り上げられた 

齋藤恵佑選手  

 

  

 

グローバル 実績 ジュニア選手 

 

ジュニア選手を育成し市の 

大会にも積極的に参加させて 

頂きたいと思います。 

テニスが大好きで 

トーナメント出場を目指す 

選手の入会を歓迎致します。  

 



１３．テニスハウスｆｕｎ 

春日部市緑町２－１０－１４ ＦＡＸ：０４８－７４５－５２８９
無料

駐車場

更衣室

シャワー

無料

ロッカー

ネット

予約

テニス

保険

無料

コーヒー

お気軽にお電話ください!!

検索
ファンのホームページ・ｆａｃｅｂｏｏｋではレッスン

動画やイベント・キャンペーン情報が盛り沢山!!
 

 

 

 

 

１４．月木テニスクラブ 

総勢７名（女子１名）、平均年齢６９歳、  

テニス歴１０年以上。大沼、時には谷原コートにて、月、木曜日９

－１１時が福澤コーチによる特訓、１１－１３時を試合形式の練習

で続けています。年甲斐もなく親睦より上達をモットーに励んでい

ます。少人数のためにコートに立つ時間が長く、充分にテニスが楽

しめます。今、３名ほどを募集中です。 
 



１５．木友会テニスクラブ 

木友会の発足は平成 10 年（1998 年）7 月ですから、18 年目になります。 
会員構成は男女とも中高年ながら活力に満ち溢れる中で、定期的に行うテニスを通じ健康と親睦を増

進し、個人の生活をより豊かなものにすることを目標に活動しています。 
テニス協会への登録会員数は 34 名ですが、普段の活動では 50 名程の木友会会員が自由に参加され、

それぞれの人生体験が滲み出るなかでテニスの練習と試合を楽しんでいます。 
木友会の年間行事は、大沼運動公園テニスコートをベースとして 

    定例会 ： 火曜、木曜の 13 時～17 時 
    大  会 ： 春、秋、   年２回 
    総  会 ： １月に新年会を兼ねて開催 
  など行っています。 

木友会は、テニスが強くなると言うより、

お互いの営みを認め又支え合いながら、目

には見ない程のテニス進歩を求める、奥の

深いテニス会と自負しています。参加は会

員の紹介あれば何時でもＯＫです。 
 
 
 
 

１６．ダブルフォルト 

創立 40 周年に寄せて 

 40 周年おめでとうございます、と同時に年間を通じ

て大会を開催していただき、あらためてお礼申し上げ

ます。多くのご苦労があることと思います。ありがと

うございます。 

 私達のサークル「ダブルフォルト」について紹介さ

せていただきます。今季の協会登録は 32 名でした。

仲間内で越谷市の市営コートに集まり遊び始めたの

が 2004 年頃です。あれから 12 年近く経ちましたが、

これほど日常のことになるとは、私達の誰も思ってい

ませんでした（テニス大好き！）。協会には早い時期

（2005 年頃）から登録させていただき、大会を楽しん

できました。スキル不足で向う見ずの私達を混ぜてくれた協会の懐の広さに、あらためて感謝しており

ます！ 

 発足当初は幼稚園のパパ・ママつながりでしたが、その子供たちも今は中高生です。中学生のホープ

もおり、今後の活躍が楽しみです。テニス漬けの親を見て育ったせいなのか、真っ黒に日焼けし、力強

いストロークの子供たちが頼もしい今日このごろです。ここまで去る者もいれば、新たな参加者も迎え

ました。積極的な勧誘はしていませんが、一緒にやりたい方は歓迎します。この 3 年程は活動の場も春

日部市の市営コートに移し、週末テニスを楽しんでいます。 



１７．アルトバイエルン 

人数   ： ５名 
当クラブは大沼公園、

庄和テニスコートで主に

活動しております。男の

みの少数精鋭、硬派軍団

ですが実はテニスの後の

ビールを楽しみに生きて

いる呑み助ばかり揃って

ます。テニスに飲みに楽

しく週末を謳歌している

明るいクラブです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

１８．Ｆｒｏｍ４ 

４人集まればダブル

スができる、とテニスが

好きな４人で始まった

From４。 
クラブ結成から８年、

春日部市テニス協会登

録から６年、今では男子

１６名女子１２名に成

長しました。 
昨今のテニスブーム

の恩恵を受けることな

く、年々平均年齢は上が

っていますが、楽しく上

手くなる！をモットー

に、春はマスクをしなが

ら花粉症テニス、夏は酷暑で４時間テニス、鈴虫の声が聞こえる頃には F4 最大のイベント 1 日まるご

とテニス＆バーベキュー大会、冬はお約束の忘年会と新年会。と、お友達感覚でテニスを楽しんでいま

す。 
最後になりましたが、春日部市テニス協会 40 周年おめでとうございます。           

 

 



１９．エルヴェ  

 

 
 
２０１５年 

 MIX  室井 望月 優勝！  猪股 竹中 準優勝 

 団体戦 右川組 優勝！(^O^)／  池田屋 ３位 

２０１４年 

 年齢別団体戦 右川組準優勝 

 MIX  猪股 竹中 優勝！ 近田（庄和）望月 準優勝  

        室井 城野 ３位 

 団体戦 右川組 準優勝 

２０１３年 

 年齢別団体戦 右川組優勝！(^O^)／  池田屋 ３位 

 団体戦 池田屋 優勝！！ 右川組 準優勝  ワンツーフィニッシュ＼(^o^)／ 

２０１２年 

 団体戦 エルヴェ 優勝(^O^)／ 

                              その他 優勝多数 

 

 

 

２０．Ｄ＆Ｍ 

いわゆる「ママ友」どうしが仲良くなったことがきっか

けで、2006 年から活動を始めたアットホームなクラブで

す。現在、メンバーは 8 世帯とその友人を合わせて 35 人

程度で、春日部市テニス協会には、2010 年度から登録を

開始しています。 
当初はテニスをする雰囲気など全くなく、お酒を飲んだ

り、バーベキューをしたり、旅行したりと、家族ぐるみの

付き合いを楽しくするだけでよかったのですが、そのうち

女性陣がテニスにはまり出し、テニス経験者が少なかった

ため、色々な人にお願いして教えてもらったり、スクールに通ったりと俄然勢いがでてきました。そう

なると、「どうせやるなら試合にも出よう！」という女性陣の意見に押される形で、男性陣も参加せざ

るを得なく？なり、春日部市テニス協会に登録させてもらうことになりました。 
現在は、D&M 発足のきっかけを作ってくれた子供達が中学生という難しい時期なので、テニスをす

る機会は減っていますが、子供達の代も仲良くし続けてくれることを祈りながら、定期的な集まり（た

だの「のんべえ」の飲み会とも言いますが…）を楽しく続けています。ちなみに、D&M はダディ＆マ

ミーの略です。 
 

 



２１．ルネサンス春日部テニススクール 

ルネサンス春日部テニススクールは、 
未経験者から上級者まで、満足＆安心! 
「ラケットを握るのが初めて」「もっと上手くなりたい」という方

まで、豊富なクラスと経験豊富なコーチがサポートします。初め

てでも安心してご参加ください！ 
コートは、天候に左右されない快適インドアコート。冷暖房完

備。日焼けの心配もなし、雨、風も気にせずテニスができます。

天井も８メートルと高く、コートも広々! 明るくてボールも見や

すい！ 
レッスン後は、温泉でスッキリ・ゆったり、 
テニスで汗をかいた後はお風呂やサウナでリラックス。 
レッスンの日は無料でご利用いただけます。 
ルネサンス春日部のお風呂は天然温泉、サウナも完備！！ 
さらに！ラケット・シューズレンタル無料 
ラケットを持っていなくても大丈夫。まずは気軽にテニスを楽しんでください。 
全国ルネサンステニススクール会員数 35,000 人の信頼!! 
「より満足いただける」レッスンを提供できるようルネサンスのコーチは、定期的な研修会を通じ、指導技術の向

上に努めています。 
子どもから大人まで、テニスに興味のある方は是非ルネサンス春日部にお越しください。 
春日部駅東口 徒歩 5 分 TEL048－753－7070 詳細は、ホームページをご覧ください。 
 
 

２２．レッズウェーブテニスクラブ 

◇代表者 吉田忠典  連絡先；℡090-4019-1428 

 

 

 

 

 

 

 

◇設立 平成 23年 16 名の会員でスタート 

◇会員数の推移 平成 27年現在 160 名（女子 79名  男子 81名） 

 
◇クラブ活動状況  グループ毎のフリーな活動 
  個人レッスン会（随時）・グループ練習会（月に１～４回）・クラブ親睦大会（年１回） 

            

モットー 
誰もが Enjoy Tennis! 

クラブ名の由来 
浦和レッズファンの Y と 

新日鉄シーウェーブ命の K の合作 



２３．ラケットでトコロテン 
■歴史 
7名(2011)→44名(2012)→77名(2013)→100名(2014)→162名(2015) 
現在(2015)春日部市最大規模のサークルです。 
 
■サークルの意義 
上級者が、上達したい人にテニスを教えることで自身も成長させる！ 
 
■目的を達成するためにみんなで心がけている事 
・とにかく明るい雰囲気重視！練習中は必ず楽しくなる時間とする。 
・他サークルでは敬遠されがちな初心者の方を歓迎し、一緒に楽しむ。 
・初心者が練習や試合に参加するのが嫌な人は、お断り。 
・練習メニューはできるだけ打球数優先。とにかく一杯打てるように。 
・初心者のうちからできるだけ大会に出るのを推奨。 
・教える時は、９褒めて１指摘のバランスで。 
 
 ■サークルの特色 
・平均年齢がかなり若いです。練習が体力系なのが理由です。 
・2014 年の年齢別団体戦も、若いパートをほぼトコロテンで埋
めました。※身内大会みたいになりました。 
・各自を尊重してもらうようにしているので、プレイに口を出す

うるさい人はいません！ 
・専用のWebサイトに PCやスマホからアクセス！ 行きたい日
付にタップ 1回で参加 OK！ 
・大会や練習会情報、ペア募集情報などをメールで配信します！ 
・月額費などはなし。参加費(400円前後/2H)は毎回なので初めて
の人でも参加しやすいです。 
・シングルスを推奨しており、シングルスができる日が多いです。 
・とにかく一杯打つので、健康増進やダイエット目的にも最適。 
・人数の多少で参加費はあまり変わりません。少ない日がお得！ 
・練習に参加し続けるとポイントが溜まり、景品のチャンスも！ 
 

■サークルのこれから 
・新しいテニス人口を増やし、春日部市のテニスを盛り上げます。 
・現在のメンバーを育成し、大会成績をどんどん残していきま

す！ 
・テニス協会に強く働きかけ、無駄を省き運営や、市登録や大会

参加、コート予約などを IT化しもっと良くしていきます！ 
・いずれは埼玉を代表する優良サークルとして名を馳せます！ 
 
■最後に 
テニスも練習も大好きな方、お待ちしています！！ 
他サークルからももちろん遊びにきて大丈夫です。 
お試しでも問題ありません。どなたにでも門戸は開けています。 
ラケットでトコロテンでした。 
 
ＰＳ．対抗戦や合同練習のお誘いもお待ちしています！ 

 
 
 
 
２４．レックテニススクール春日部 

はじめまして。 
西武春日部店屋上のスクールレックテニススク

ール春日部でございます。 
当スクールは 1985 年より春日部の地で 30 年間

スクールを運営しており、一般クラスは初級～中級

～上級向けのレベルに合わせたレッスンを受講で

きます。 
またジュニアクラスは 4 歳から中学生まで幅広

い年齢層に合わせたレッスンを提供しています。 
テニスは子供・学生・社会人・シニアと、年代問わ

ず楽しめるスポーツですので、当スクールでは、多く

の方に安心して受けていただけるように努めており

ます。 
そして経験豊富なスタッフが皆様のレベルに合わ

せて、丁寧な指導を心掛けておりますので、是非、一

度ご来場ください。 

 

 



２５．共栄大学 

男子９名、女子１名の計１０名で共栄大学テニスコートにて日々練習しております。 

関東学生テニス連盟７部所属、また監督はインターハイ出場高の茨城県立藤代高等学校を指揮してい

た岡田優に指導を受けています。戦歴としては主将の平田篤が、平成２６年度春日部市春季シングルス

大会非予選Ａにて優勝また団体としては平成２５度の埼玉大学テニストーナメント団体において決勝

進出することができました。今後は６部昇格を目標に日々精進して参りたいと思います。 

               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

略    史 

 



４．沿革   （１）平成１８年～２７年（創立３０周年以降の１０年）の出来事 

 
 テ ニ ス 協 会 関 連 事 項 

昭和 50年度  
  春日部市テニス協会設立（S50.5月）  
昭和 58年度  
  庄和町テニス協会設立（S58.5月）  
平成 17年度  
  春日部市テニス協会創立 30周年 

記念式典  於：エミナース（H17.7.17） 
 春日部市テニス協会／庄和町テニス協会合併にあたっての初会合
（H17.8.20） 
年度内、都合 9回打合せ 

 春日部市体育施設調整会議（H17.12.17） 
平成 18年度の事業を 17大会として申請 
（平成 17年度までは、春日部市：14大会、庄和町：8大会であった。） 

 庄和町テニス協会臨時総会（H18.1.28） 
「TC庄和」に改編 

 春日部市テニス協会臨時総会（H18.2.4） 
「合併について」 

 春日部市と庄和町が正式合併、新・春日部市となる（H17.10.1） 

平成 18年度  
 
 

 新・春日部市テニス協会〈合併後〉発足 
 旧・春日部市テニス協会の会則等をベースに一部改定 
 平成 18年度予算「０」からのスタート 

 春日部市テニス協会総会（H18.4.2） 

 郵政省コート閉鎖 

平成 19年度  
  ジュニア会員準則を制定 

 大会で不足金が出た場合、1万円を限度として補助 
 都市対抗団体戦出場者への日当（2,000 円）、遠隔地（西部・北部地区）
を 3,000円に増額 

 協会ホームページの立上げ 

 H19年度（H19.3）から 3年間東部郡市ダブルス大会を担当 



 平成 20年度  
  事業数を 17大会から 14大会に整理し、年齢別（ベテラン）、クラス別（A(県

体予選会)、B）を導入 
 ジュニア大会計画するも実施出来ず 

 協会登録会費の人数別割引制度の導入 
 日当等について、明確化 
 協会ホームページの本格運用 
大会開催案内はホームページのみにて案内、但し、申込みは郵送と併用 

 「県大予選会出場者は他郡市県予選を兼ねる大会に参加できない」ことを
明文化 

 「テニスコート環境改善プロジェクトチーム」の設置 
 大会参加者に傷害保険を付保することについて、常務理事会で協議する
も、見送る。 

 春日部市体育協会から、 
 体育協会旗 
 テニス協会旗 
を無償供与される。 

 
 
 
 
 

 コート改修等について、行政への働き掛けを強化 

 平成 21年度  
  会員登録時に、誕生年の明記および、新規加入クラブは 6名以上を条件と

する。 
 大会ごとに補助金 2万円を拠出する。 
 事業計画、ジュニア大会を小学生大会としテニスフェスタと同時に行うこ
ととし、事業数を 13大会とする。 
また、ダブルス大会でＣクラスを導入したが、この年限りとなった。 

 テニスルールの徹底を図るために、「JTA テニスルールブック 2009」を
全クラブに配布する。 

 新年度役員の公募を行う(H21.12) 

 県協会・ねんりんピックの選考方法を抽選方式に変更 
春日部市代表全国大会に出場 

 民間による市施設管理会社が設立される 
 予備日コート使用については、文書による申請が必要になった。 
 ソフトテニス連盟と市体育振興課との初会合（Ｈ21.12.6）。 
 大沼コート(A～D、４面)を砂入り人工芝に全面改修完了（H22.3） 

 平成 22年度  
  役員の再任の任期は 1年としその後の再任は妨げないと追記。 

 役員として専任理事を置く。 
 ポイントランキングプロジェクトチームの設置。 
 日中テニス交流会の春日部市開催に名乗りを上げる。 
 「大会運営会議」の初開催（H23.1.30） 
 体育協会主導により「春日部市市民活動総合補償制度」に加入（H23.3.2） 

 
 
 
 
 

 中国黄山市で開催される同大会に、当協会から 2名参加。 
(H22.9.13-19) 



 平成 23年度  
 
 

 ジュニア会員の登録料を無料とする。 
 大会運営要領Ⅲ「埼玉県テニス大会予選会出場選手の注意事項」および「ポ
イントランキング制度」を制定 

 大会運営費の仮払い制度導入 
 東日本大震災義援金として 20 万円を拠出（原資は大会補助金 15,000 円
×14大会とする）従って、大会補助金は 5,000円とする。 

 日当の考え方を、全日／半日、労働を伴う／伴わないで基準を整理する。 
 大会案内等の郵送は取り止め、すべて協会ホームページでの情報提供とす
る。 

 県大会出場選手は各自エントリーする方法に変更。（それまでは、協会が
一括申込みをしていた） 

 綿貫兄弟（裕介、敬介両氏）を特別会員に推薦 
 当協会主催のルール講習会をウイングハットで実施（H23.7.17） 

 コート使用料の改定 
大沼共用コート： 900円に 
庄和コート： 900円に 
立沼コート： 330円（変更なし） 

 ソフトテニス連盟との協議の結果、８大会に限り軟式専用コート
を使用出来ることとなる。 

 H23.11.1 市施設利用関連（テニスコートを含む）についてイン
ターネットによる新システムが導入される 

 大沼コート（E、1面）を砂入り人工芝に改修 
（H24.1） 

 日中スポーツ交流テニス大会熊谷市出実施（H11.16-17） 
 「春日部市市民活動センター」に登録 
（H24.2.25） 

 平成 24年度  
  予選会大会を 3クラスとして実施。 

・予選会、・非予選会 A、・非予選会 B 
 協会組織体制の再編（今までの体制に四役会、専門部会（競技部会・総務
部会・渉外部会）を設置、大会運営は競技部会内のディレクターにより行

う。 
 春日部市テニス大会管理規程を制定 

 同規程付則１ポイントランキング要領に一部改定 
 同規程付則２ドロー作成要領を制定 

 大会補助金を 1万円／大会に減額 
 会員登録時に、県大を春日部市から目指すか否かを明記することとした。 
 各大会会場に救急箱を設置 
 テニスフェスタでキャビンによる物販を実施（H24.7.29庄和コート） 
 スキルアップレッスン大会（市内テニス営業クラブの協力による）を実施 
（H24.10.20大沼コート） 

 市民体育祭の出場資格を従来どおり、在住・在勤・在学・在クラブとする
こと再確認する。（H27.12.9常務理事会） 

 県協会が、平成 25年度から「埼玉県テニス選手権大会」の出場者
は、埼玉県在住・在勤・在学に限ることを通知。 
これにともない、市の冬季大会から参加資格を埼玉県在住・在勤・

在学に限るとする。 



平成 25年度  
  県大予選会の出場資格は、埼玉県在住・在勤・在学とする。 

 県大出場者は、各自で県協会へエントリーすることとした。 
 「埼玉県テニス大会予選会出場選手の注意事項」を改定し細則Ⅲとして制
定 

 大会補助金（１万円）を無くす。 
 すべての県大出場者に奨励金として 2,000円拠出する。（従来は市大会か
ら出場権を獲得した選手にのみ補助金として大会エントリーフィの半額

2,000円を補助していた。） 
 平日親睦大会の参加費を 1,000円／人に改定（従来 800円／人） 
 他組織との飲食を伴う会合には、費用の半額を負担する。但し、3,000円
を限度とする。 

 テニス協会会報に広告を掲載 
 テニス協会のタペストリー（横断幕）・ビブスを作成 
 常務理事会の開催頻度を前半は 2か月に 1度に変更（従来、1回／月） 
 団体戦の交替人数を 3名までとする。（従来制限なし） 

 広報“かすかべ”の掲載制限 
（１団体、年２回まで） 

 庄和コートの全面改修 
（H25.11～H26.3使用不可） 

 庄和コートリニューアルオープンセレモニー（H26.3.30） 

平成 26年度  
 
 

 大会運営実務マニュアルを作成 
 初心者講習大会の実施（9～11月、8回コース） 
 秋の団体戦から、申込クラブのメンバーを３名以上とする。 

 体育振興課がスポーツ推進課に改編 

平成 27年度  
  テニスフェスタの協力クラブを市内営業テニスクラブに依頼。（従来、fun 

1社に依頼） 
 6 月に実施されていた春季シングルス大会の名称を夏季シングルス大会
に変更 

 ホームページをウェブサイトと呼ぶことにする。 
 10月 24日(土)、アクシス春日部において「春日部市テニス協会創立４０
周年記念式典・懇親会」を開催 

 

 



４．沿革        (2)  平成18年～平成27年  年会費・補助金・日当の推移

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
１． 年会費

（1） 会員1人当たり 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  割引制度  会員数 100～119名 900 900 900 900 900 900 900 900
                          120～149名 850 850 850 850 850 850 850 850
                          150～199名 800 800 800 800 800 800 800 800
                          200名以上 750 750 750 750 750 750 750 750

(2) ジュニア会員  1ｸﾗﾌﾞあたり 1クラブ - 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0

２． 補助金／奨励金
（1） 市民ｵｰﾌﾟﾝフェスタの補助金 1大会 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

  春・秋それぞれに 年2回 年2回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回
(2) 大会ごとの補助金 1大会 - 0 0 20,000 20,000 ※ 20,000 10,000 10,000 0 0

  予算不足の場合、右記金額を限度補助 1大会 - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
（3） 県大会出場選手(ｴﾝﾄﾘｰﾌｨの半額）（H25～奨励金)

ア．  対象者（市大会から出場者のみ） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
イ．  対象者（ア以外の県大会出場者） 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000

３． 日当
(1) 主管手当（H25～ディレクター手当） 1大会・1人 - - - - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(2) 大会担当者の日当 1人当 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

但し、市民ｵｰﾌﾟﾝﾌｪｽﾀ 1人当 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(3) 大会打合せ会議出席者 1人当 - - - - 500 500 500 500 500 500
(4) 都市対抗団体戦出場者 1人当 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000

           同        西部・北部地区 - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000
昼食代 昼食代 昼食代 昼食代 日当

(3) 体育協会協力事業
ア．河川清掃作業 1人・半日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 カ． 全日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
イ．藤まつり 1人・半日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 半日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ウ．郷土かるた大会 1人・全日 - - 2,000 2,000 2,000 キ． １日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
エ．大凧マラソン 0 0 0 0 0 ク． 半日 500 500 500 500 500

弁当・記念品支給
(4) 役員の会議等参加

ア．市内会場 1人・半日 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1人・全日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

イ．市外会場 1人・半日 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1人・全日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ウ．役員運営に係わる会議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エ．研修会等参加費が必要な会議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     但し、参加費は全額協会負担
オ．他の組織と飲食を伴う会合、限度として費用の半額 - - - 3,000 3,000

４． 大会運営費の仮払い
(1) 前年同大会の収入額を限度として認める ○ ○ ○ ○ ○

※ この補助金を5,000円とし、その原資で東日本大震災
    への義援金200,000円を寄付した。

カ．労働奉仕が伴う場合(例．河川清掃、藤まつり等）
キ．但し弁当等が支給される場合(例、大凧マラソン、かるた大会等）
ク．事前説明会に出席する場合（例、大凧マラソン、かるた大会等）



５．会員の推移（平成17～27年度）
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５．会員の推移（平成17～27年度）

ク   ラ   ブ   名

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1 武里テニスクラブ 87       82       85       82       79       75       68 61 59 65 58       

2 春日部硬式テニスクラブ 125     190     183     206     194     190     194 175 105 99 95       

3 春日部フジテニスクラブ 18       17       14       9        6        6        5 7 9 6 12       

4 ＴＣ庄和 － 170     170     173     175     190     193 195 193 175 147     

5 スポーツマックス 29       30       30       27       26       22       22 19 25 20 16       

6 YOUテニスクラブ 13       11       24       32       38       33       32 23 33 39 45       

7 ブルーベリーテニスクラブ 23       24       28       26       27       28       32 18 17 17 17       

8 ＬＯＵＶＥテニスクラブ 20       15       16       16       16       14       12 8 6 6 6        

9 パワフルズ 43       40       40       33       32       36       37 33 36 32 35       

10 FFTC 30       30       28       39       45       57       60 69 76 54 44       

11 グローバルプロテニスアカデミー 9        20       20       20       14       17       19 11 8 15 18       

12 R.T.T 9        7        5        6        6        4        4 3 2 2 2        

13 テニスハウスｆｕｎ春日部 39       35       30       39       39       41       33 36 38 47 36       

14 月・木テニスクラブ 10       10       11       9        8        10       7 10 9 8 7        

15 木友会テニスクラブ 14       18       22       23       26       24       32 35 30 34 34       

16 ダブルフォルト 19       21       24       28       19       21       18 17 22 28 35       

17 アルトバイエルン － － － － 7        6        4 4 4 5 6        

18 From４ － － － － 16       23       25 28 26 24 20       

19 エルヴェ － － － － － 19       19 19 23 19 24       

20 D&M（ディーアンドエム） － － － － － 18       16 16 13 10 11       

21 ルネサンス春日部 － － － － － 26       29 39 34 35 51       

22 レッズ ウェーブテニスクラブ － － － － － － 26 61 95 116 165     

23 ラケットでトコロテン － － － － － － 8 66 80 118 178     

24 レックテニススクール春日部 － － － － － － － 16 18 24 24       

25 共栄大学 26       13       10       8        10       退会 － － 10 13 10       

1 チーム真正庭球館 － 16       20       16       8        7        5 4 6 4 退会

2 SMASH☆ － － － － － － － 8 7 退会 －

3 Ｒｅ－Ｂａｌｌ 31       37       33       34       32       18       22 24 退会 － －

4 MUDIE'S － － － － － － 14 17 退会 － －

5 フォーティラブ 17       24       31       36       40       39       38 退会 － － －

6 BeRee － － － － － － 10 退会 － － －

7 Ａｒｅｓ 8        12       9        5        4        退会 － － － － －

8 Ｔ’ｓ Ｐｌｕｓ 48       46       59       退会 － － － － － － －

9 ＩＦＫ  テニス クラブ 13       12       11       退会 － － － － － － －

各クラブ加入者人数計 631     880     903     867     867     924     984 1,022 984 1,015 1,096 

クラブを重複している方 6        4        -        2 1 - 1 1        

実質会員人数 861     863     924     982 1,021 984 1,014 1,095 

備  考
 会     員     数  



６．大会参加者の推移
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春日部市テニス協会 大会参加者人数の推移

平成18年度～27年度(10月迄）

初心者講習大会

冬季シングルス大会（県）

冬季ダブルス大会（県）

年末ダブルス大会

年齢別団体戦大会

スキルアップレッスン

県体・市民体育祭ダブルス大会

平日オープンダブルス大会

小中学生大会

テニスフェスタおよび

夏季混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会（庄和のみ）

夏のダブルス大会

夏季ダブルス大会（県）

夏季シングルス大会（県）

春季平日ダブルス大会

混合ダブルス大会

団体戦大会

春季ダブルス大会

延べ参加人数



６．大会参加者数推移(1/2)

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

計 計 計 計 計
4月 春季ダブルス大会 春 94 4月 春季ダブルス大会 春 124

庄 112 庄 80
7月 ｸﾗﾌﾞ対抗団体戦大会 204 7月 ｸﾗﾌﾞ対抗団体戦大会 168 4月 クラブ対抗団体戦大会 216 4月 団体戦大会 222 4月 団体戦大会 Ａ 126

Ｂ 156
9月 ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 104 9月 ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 120 5月 混合ダブルス大会 一般 82 5月 混合ダブルス大会 一般 80 5月 混合ダブルス大会 一般 110

 ﾍﾞﾃﾗﾝ 32  ﾍﾞﾃﾗﾝ 32  ﾍﾞﾃﾗﾝ 50
7月 平日親睦ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 100 7月 平日親睦ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 春 80 5月 春季平日ダブルス大会 春 44 5月 春季平日ダブルス大会 春 60

庄 42 庄 32 庄 24
5月 春季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会兼 81 6月 春季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会兼 121 6月 春季シングルス大会兼 A 76 6月 春季シングルス大会兼 A 59 6月 春季シングルス大会兼 A 55

県予選会 県予選会 県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会
B 37 B 42 B 57

6月 夏季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会兼 160 7月 夏季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会兼 144 6月 夏季ダブルス大会兼 A 88 6月 夏季ダブルス大会兼 A 88 6月 夏季ダブルス大会兼 A 106
県予選会 県予選会 県予選会 県予選会 県予選会

B 92 B 70 B 96
(初心者) Ｃ 38

7月 県民総体ダブルス 5月 県民総体ダブルス 7月 ダブルス大会 7月 夏のダブルス大会 7月 夏のダブルス大会 初心者 30
トーナメント 庄 140 大会 庄 74 庄 72 庄 60 団体戦 74

8月 夏季混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 72 8月 夏季混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 56
【庄和会場のみ】 【庄和会場のみ】

5月 市民ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾌｪｽﾀ 77 5月 市民ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾌｪｽﾀ 64 9月 テニスフェスタ 59 10月 テニスフェスタおよび フェ 80 10月 テニスフェスタおよび フェ 74
【春日部会場のみ】 【春日部会場のみ】

11月 市民ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾌｪｽﾀ 58 11月 市民ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾌｪｽﾀ 88
【庄和会場のみ】 【庄和会場のみ】 小学生大会 小 17 小学生大会 小 24

10月 平日ｵｰﾌﾟﾝ親睦 72 10月 平日ｵｰﾌﾟﾝ親睦 72 10月 平日オープンダブルス 春 88 9月 平日オープンダブルス 60 9月 平日オープンダブルス 108
ダブルス大会 ダブルス大会 大会 庄 25 大会 26 大会

10月 市民体育祭ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 148 10月 市民体育祭ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 138 10月 県民総体・市民体育祭 一般 156 10月 県民総体・市民体育祭 一般 148 10月 県民総体・市民体育祭 A 148
大会 大会 ダブルス大会兼 ダブルス大会兼 ダブルス大会兼

11月 年齢別ダブルス大会 128 11月 年齢別ダブルス大会 132 春日部市選手権大会 ﾍﾞﾃﾗﾝ 32 上計 春日部市選手権大会 ﾍﾞﾃﾗﾝ 44 春日部市選手権大会 B 42
 1131  50↑  

11月 ｸﾗﾌﾞ対抗団体戦大会 186 11月 ｸﾗﾌﾞ対抗団体戦大会 174 11月 団体戦大会(年齢別） 162 11月 年齢別団体戦大会 全３ 192 11月 年齢別団体戦大会 全３ 204
ｸﾗｽ ｸﾗｽ

12月 年末ダブルス大会 99 12月 年末ダブルス大会 72 12月 年末ダブルス大会 春 96 12月 年末ダブルス大会 春 64 12月 年末ダブルス大会 春 84
【庄和会場のみ】 【庄和会場のみ】 庄 75 庄 71 庄 70

2月 冬季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 156 2月 冬季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 90 2月 冬季ダブルス大会兼 A 104 2月 冬季ダブルス大会兼 A 70 2月 冬季ダブルス大会兼 A 102
兼県予選会兼 兼県予選会兼 県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会
東部郡市予選会 東部郡市予選会 B 54 B 54 B 68

3月 冬季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 106 3月 冬季ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 87 3月 冬季シングルス大会兼 A 50 3月 冬季シングルス大会兼 A 64 3月 冬季シングルス大会兼 A 56
兼県予選会兼 兼県予選会兼 県予選会 県予選会 県予選会
東部郡市予選会 東部郡市予選会 B 30 B 31 B 79

合計延べ参加者数 2,097 合計延べ参加者数 1,926 合計延べ参加者数 1,702 合計延べ参加者数 1,696 合計延べ参加者数 1,919

開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目



６．大会参加者数推移(2/2)

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

計 計 計 計 計

4月 団体戦大会 Ａ 126 4月 団体戦大会 Ａ 144 4月 団体戦大会 Ａ 132 4月 団体戦大会 Ａ 144 4月 団体戦大会 Ａ 150
Ｂ 138 Ｂ 204 Ｂ 216 Ｂ 174 Ｂ 168

5月 混合ダブルス大会 一般 96 5月 混合ダブルス大会 一般 114 5月 混合ダブルス大会 一般 124 5月 混合ダブルス大会 一般 126 5月 混合ダブルス大会 一般 122
ﾍﾞﾃﾗﾝ 60 100↑ 62 100↑ 62 100↑ 64 100↑ 56

5月 春季平日ダブルス大会 春 94 5月 春季平日ダブルス大会 春 96 5月 春季平日ダブルス大会 春 104 5月 春季平日ダブルス大会 春 102 5月 春季平日ダブルス大会 春 76
-

6月 春季シングルス大会兼 A 71 6月 春季シングルス大会兼 予選 53 6月 春季シングルス大会兼 予選 51 6月 春季シングルス大会兼 予選 48 6月 夏季シングルス大会兼 予選 52
県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会 非A 28 県･東部郡市予選会 非A 27 県･東部郡市予選会 非A 29 県･東部郡市予選会 非A 32

B 59 非B 77 非B 87 非B 65 非B 47
6月 夏季ダブルス大会兼 A 122 6月 夏季ダブルス大会兼 予選 102 6月 夏季ダブルス大会兼 予選 80 6月 夏季ダブルス大会兼 予選 74 6月 夏季ダブルス大会兼 予選 60

県予選会 県予選会 非A 48 県予選会 非A 90 県予選会 非A 64 県予選会 非A 74
B 122 非B 118 非B 144 非B 142 非B 106

7月 夏のダブルス大会 初心者 40 夏のダブルス大会 夏のダブルス大会 夏のダブルス大会 夏のダブルス大会
団体戦 61   フェスタの一環で実施   フェスタの一環で実施   フェスタの一環で実施   フェスタの一環で実施

10月 テニスフェスタおよび フェ 37 7月 テニスフェスタおよび フェ 43 7月 テニスフェスタおよび フェ 57 7月 テニスフェスタおよび フェ 38 7月 テニスフェスタおよび フェ 67
プロによるレッスン レッ 48 プロによるレッスン・ レッ 45 プロによるレッスン・ レッ 47 プロによるレッスン・ レッ 35
（雨で中止） 親睦団体戦 団体戦 63 親睦団体戦 団体戦 58 親睦団体戦 団体戦 64 親睦団体戦 団体戦 64

8月 小中学生大会 小 40 8月 小中学生大会 小 32 8月 小中学生大会 小 32 8月 小中学生大会 小 24 8月 小中学生大会 小 32
中 16 中 12 中 16 中 8 中 16

9月 平日オープンダブルス 74 9月 平日オープンダブルス 100 9月 平日オープンダブルス 114 9月 平日オープンダブルス 96 9月 平日オープンダブルス 86
大会 大会 大会 大会 大会

10月 県民総体・市民体育祭 A 166 10月 県民総体・市民体育祭 A 170 10月 県民総体・市民体育祭 A 150 10月 県民総体・市民体育祭 A 144 10月 県民総体・市民体育祭 A 118
ダブルス大会兼 ダブルス大会兼 ダブルス大会兼 ダブルス大会兼 ダブルス大会兼
春日部市選手権大会 50↑ 60 春日部市選手権大会 50↑ 62 春日部市選手権大会 50↑ 50 春日部市選手権大会 50↑ 50 春日部市選手権大会 50↑ 60

10月 スキルアップレッスン 40 10月 スキルアップレッスン 73 10月 スキルアップレッスン 48 10月 創立40周年記念
(雨中止、参加予定者数）   テニスクリニック

11月 年齢別団体戦大会 全４ 174 11月 年齢別団体戦大会 全４ 270 11月 年齢別団体戦大会 全3 264 11月 年齢別団体戦大会 全５ 306 11月 年齢別団体戦大会 全５
ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ

12月 年末ダブルス大会 春 112 12月 年末ダブルス大会 春 108 12月 年末ダブルス大会 春 140 12月 年末ダブルス大会 春 96 12月 年末ダブルス大会 春
庄 63 庄 80 庄 - 庄 80 庄

2月 冬季ダブルス大会兼 A 140 2月 冬季ダブルス大会兼 予選会 70 2月 冬季ダブルス大会兼 予選会 62 2月 冬季ダブルス大会兼 予選会 78 2月 冬季ダブルス大会兼 予選会

県･東部郡市予選会 県･東部郡市予選会 非A 58 県･東部郡市予選会 非A 62 県･東部郡市予選会 非A 64 県･東部郡市予選会 非A
B 94 非B 108 非B 112 非B 110 非B

3月 冬季シングルス大会兼 A 65 3月 冬季シングルス大会兼 予選会 42 3月 冬季シングルス大会兼 予選会 37 3月 冬季シングルス大会兼 予選会 39 3月 冬季シングルス大会兼 予選会

県予選会 県予選会 非A 39 県予選会 非A 28 県予選会 非A 39 県予選会 非A
B 60 非B 81 非B 74 非B 62 非B

9月～ 初心者講習大会 15 9月～ 初心者講習大会
11月 11月

合計延べ参加者数 2,138 合計延べ参加者数 2,469 合計延べ参加者数 2,493 合計延べ参加者数 2,428 合計延べ参加者数 1,386

種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名 種目
開催
月

大会事業名
開催
月

大会事業名 種目



７．歴代役員（１）

西暦 和暦 会長 副会長/理事長 理事長 副理事長 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 会計監事 会計監事
1975年 S50 近藤 和夫 大瀧 壮一 川内 基司
1976年 S51 近藤 和夫 大瀧 壮一 川内 基司
1977年 S52 近藤 和夫 大瀧 壮一 川内 基司
1978年 S53 佐久間 実 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫
1979年 S54 佐久間 実 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫
1980年 S55 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫 伊藤 久子 谷利ゆり子
1981年 S56 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫 伊藤 久子 谷利ゆり子
1982年 S57 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫 伊藤 久子 谷利ゆり子
1983年 S58 下陸 栄明 田中   隆 橋本 敏夫 伊藤 久子 谷利ゆり子
1984年 S59 下陸 栄明 田中   隆 福澤   智 沼崎 盛次 伊藤 久子 谷利ゆり子
1985年 S60 下陸 栄明 田中   隆 福澤   智 沼崎 盛次 伊藤 久子 谷利ゆり子
1986年 S61 下陸 栄明 田中   隆 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子
1987年 S62 下陸 栄明 田中   隆 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子
1988年 S63 下陸 栄明 田中   隆 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子
1989年 H1 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子
1990年 H2 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1991年 H3 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1992年 H4 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1993年 H5 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1994年 H6 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1995年 H7 籾倉   積 福澤   智 沼崎 盛次 谷利ゆり子 粕谷 悦子 佐々木 茂
1996年 H8 福澤   智 吉田 忠夫 沼崎 盛次 為石   攻 谷利ゆり子 粕谷 悦子 大久保公隆
1997年 H9 福澤   智 吉田 忠夫 沼崎 盛次 為石   攻 谷利ゆり子 粕谷 悦子 大久保公隆
1998年 H10 福澤   智 吉田 忠夫 沼崎 盛次 為石   攻 谷利ゆり子 粕谷 悦子 大久保公隆
1999年 H11 福澤   智 吉田 忠夫 為石   攻 堀内哲嗣郎 谷利ゆり子 粕谷 悦子 沼崎 盛次
2000年 H12 福澤   智 吉田 忠夫 為石   攻 堀内哲嗣郎 谷利ゆり子 粕谷 悦子 沼崎 盛次
2001年 H13 福澤   智 吉田 忠夫 為石   攻 堀内哲嗣郎 小林   司 榮水 直樹 谷利ゆり子 粕谷 悦子 沼崎 盛次
2002年 H14 福澤   智 堀内哲嗣郎 為石   攻 榮水 直樹 小林   司 山本 昌弘 大槻 憲二 谷利ゆり子 粕谷 悦子 青山 公子 沼崎 盛次
2003年 H15 福澤   智 堀内哲嗣郎 為石   攻 榮水 直樹 小林   司 山本 昌弘 大槻 憲二 谷利ゆり子 粕谷 悦子 青山 公子 沼崎 盛次
2004年 H16 福澤   智 堀内哲嗣郎 為石   攻 榮水 直樹 小林   司 大久保公隆 大槻 憲二 谷利ゆり子 粕谷 悦子 青山 公子 沼崎 盛次
2005年 H17 福澤   智 堀内哲嗣郎 為石   攻 榮水 直樹 小林   司 大槻 憲二 谷利ゆり子 粕谷 悦子 青山 公子 沼崎 盛次

西暦 和暦 会長 副会長 副会長 理事長 副理事長 会計理事 会計理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 会計監事 会計監事
2006年 H18 福澤   智 折田 隆三 堀内哲嗣郎 大前 進 小林   司 高井 公子 下陸 栄明 為石   攻 榮水 直樹 大槻 憲二 米地   篤 粕谷 悦子 沼崎 盛次 中里 勝彦

谷利ゆり子 青山 公子 高橋   緑 菊池 啓子
2007年 H19 福澤   智 堀内哲嗣郎 大前 進 栗岡 俊丈 小林   司 高井 公子 下陸 栄明 為石   攻 榮水 直樹 大槻 憲二 米地   篤 粕谷 悦子 沼崎 盛次 中里 勝彦

谷利ゆり子 青山 公子 高橋   緑 菊池 啓子 綿貫 弘次 蛭間 秀夫
彦野 義明 達   秀和 西山由紀子

2008年 H20 堀内哲嗣郎 栗岡 俊丈 大前 進 彦野 義明 蛭間 秀夫 高橋   緑 為石   攻 大槻 憲二 米地   篤 綿貫 弘次 青山 公子 菊池 啓子 加賀山克巳 中里 勝彦
西山由紀子 吉嶋 繁美/ /大塚礼子

2009年 H21 堀内哲嗣郎 栗岡 俊丈 大前 進 彦野 義明 蛭間 秀夫 高橋   緑 為石   攻 田浦 悦彦 大槻 憲二 米地   篤 綿貫 弘次 青山 公子 加賀山克巳 中里 勝彦
菊池 啓子 西山由紀子 大塚 礼子

2010年 H22 堀内哲嗣郎 栗岡 俊丈 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 高橋   緑 米地   篤 加賀山克巳 綿貫 弘次 青山 公子 菊池 啓子 大塚礼子 中里 勝彦 蛭間 秀夫
和田 篤司 福島   誠 永田 時子

2011年 H23 堀内哲嗣郎 栗岡 俊丈 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 高橋   緑 米地   篤 加賀山克巳 綿貫 弘次 青山 公子 菊池 啓子 和田 篤司 中里 勝彦 蛭間 秀夫
福島   誠 永田 時子 山嵜 雪子

2012年 H24 堀内哲嗣郎 栗岡 俊丈 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 高橋   緑 米地   篤 加賀山克巳 綿貫 弘次 青山 公子 菊池 啓子 和田 篤司 中里 勝彦 荒井   亨
福島   誠 永田 時子 山嵜 雪子

2013年 H25 栗岡 俊丈 加賀山克巳 青山 公子 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 高橋   緑 綿貫 弘次 和田 篤司 福島   誠 永田 時子 根本 信彦 岩阪 眞詩 荒井   亨 吉田 忠典
熊田 靖雄 澤入志津子

2014年 H26 栗岡 俊丈 加賀山克巳 青山 公子 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 澤入志津子 綿貫 弘次 和田 篤司 福島   誠 永田 時子 根本 信彦 岩阪 眞詩 荒井   亨 吉田 忠典
熊田 靖雄 平   恵子

2015年 H27 栗岡 俊丈 加賀山克巳 青山 公子 大前 進 彦野 義明 田浦 悦彦 澤入志津子 綿貫 弘次 永田 時子 根本 信彦 岩阪 眞詩 熊田 靖雄 平   恵子 荒井   亨 吉田 忠典
松林   繁 村山 征寛



７．歴代役員（２）
春日部市体育協会

西暦 和暦 名誉会長 顧問 顧問 顧問 相談役 理事 評議員 評議員
1975年 S50 近藤 和夫 大瀧 壮一 川内 基司
1976年 S51 近藤 和夫 大瀧 壮一 川内 基司
1977年 S52 近藤 和夫 田中   隆 藤原 延一
1978年 S53 田中   隆 田中   隆 藤原 延一
1979年 S54 田中   隆 近藤 和夫 下陸 栄明
1980年 S55 田中   隆 近藤 和夫 下陸 栄明
1981年 S56 田中   隆 近藤 和夫 下陸 栄明
1982年 S57 田中   隆 近藤 和夫 下陸 栄明
1983年 S58 為石   攻 田中   隆 下陸 栄明
1984年 S59 為石   攻 田中   隆 下陸 栄明
1985年 S60 田中   隆 下陸 栄明 為石   攻
1986年 S61 田中   隆 下陸 栄明 為石   攻
1987年 S62 為石   攻 田中   隆 下陸 栄明
1988年 S63 為石   攻 田中   隆 下陸 栄明
1989年 H1 籾倉   積 下陸 栄明 為石   攻
1990年 H2 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 下陸 栄明 為石   攻
1991年 H3 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 谷利ゆり子
1992年 H4 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 谷利ゆり子
1993年 H5 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 谷利ゆり子
1994年 H6 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 谷利ゆり子
1995年 H7 佐久間 実 下陸 栄明 籾倉   積 福澤   智 谷利ゆり子
1996年 H8 佐久間 実 下陸 栄明 福澤   智 大脇   博 谷利ゆり子
1997年 H9 佐久間 実 下陸 栄明 福澤   智 吉田 忠夫 大脇   博
1998年 H10 下陸 栄明 福澤   智 吉田 忠夫 大脇   博
1999年 H11 下陸 栄明 福澤   智 吉田 忠夫 大脇   博
2000年 H12 下陸 栄明 福澤   智 吉田 忠夫 大脇   博
2001年 H13 下陸 栄明 福澤   智 吉田 忠夫 大久保公隆
2002年 H14 下陸 栄明 油井 正幸 河合 幸治 堀内哲嗣郎 吉田 忠夫 大久保公隆
2003年 H15 下陸 栄明 油井 正幸 河合 幸治 堀内哲嗣郎 榮水 直樹 山本 昌弘
2004年 H16 下陸 栄明 油井 正幸 河合 幸治 堀内哲嗣郎 榮水 直樹 山本 昌弘
2005年 H17 下陸 栄明 油井 正幸 河合 幸治 堀内哲嗣郎 福澤   智 榮水 直樹

西暦 和暦 専任理事 専任理事 専任理事 専任理事 専任理事 専任理事 専任理事 専任理事 顧問 顧問 顧問 顧問 相談役 理事 評議員 評議員
2006年 H18 油井 正幸 河合 幸治 堀内哲嗣郎 福澤   智 榮水 直樹

2007年 H19 油井 正幸 河合 幸治 榮水 直樹 堀内哲嗣郎 大前 進

2008年 H20 油井 正幸 下陸 栄明 河合 幸治 福澤   智 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
※

2009年 H21 油井 正幸 下陸 栄明 河合 幸治 福澤   智 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
※

2010年 H22 為石   攻 沼崎 盛次 根本 信彦 高橋 一博 小坂 良二 熊田 靖雄 柳   荘一 四家 喜一 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 大槻 憲二 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
丸田 重人 祷 俊一郎 田島 昭一 蛭間 秀夫 塚本   剛 田浦 弘美

2011年 H23 為石   攻 沼崎 盛次 根本 信彦 高橋 一博 谷山 友彦 熊田 靖雄 柳   荘一 四家 喜一 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 大槻 憲二 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
丸田 重人 祷 俊一郎 小池 信智 田島 昭一 蛭間 秀夫 布川 孝二 田浦 弘美

2012年 H24 為石   攻 沼崎 盛次 根本 信彦 高橋 一博 谷山 友彦 熊田 靖雄 工藤   信 佐藤 太樹 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 四家 喜一 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
堀川 弘行 神保 和宏 染谷 正典 岩阪 眞詩

2013年 H25 為石   攻 高橋 一博 小坂 良二 工藤   信 足立 拓也 堀川 弘行 神保 和宏 谷山 友彦 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 堀内哲嗣郎 四家 喜一 栗岡 俊丈 堀内哲嗣郎 大前 進
丸山 秀幸

2014年 H26 為石   攻 高橋 一博 小坂 良二 工藤   信 足立 拓也 丸山 秀幸 宮本 教昭 荒井美津子 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 堀内哲嗣郎 四家 喜一 加賀山克巳 栗岡 俊丈 青山 公子

2015年 H27 為石   攻 高橋 一博 小坂 良二 工藤   信 宮本 教昭 荒井美津子 中村 亮太 栗原 謙司 油井 正幸 下陸 栄明 福澤   智 堀内哲嗣郎 四家 喜一 加賀山克巳 栗岡 俊丈 青山 公子

※H20～Ｈ21  相談役 小林   司 沼崎 盛次 粕谷 悦子 谷利ゆり子 高井 公子



８．春日部市体育賞等受賞者

年度 最優秀選手賞 優秀選手賞 体育奨励賞 功労賞 主な記録

平成１７年 綿貫　裕介 U-15全国選抜テニス大会　シングルス 準優勝

綿貫　敬介 全国選抜ジュニア12才以下　シングルス 優勝

平成１８年 綿貫　裕介 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｭﾆｱU-18　シングルス 準優勝

綿貫　敬介 全国選抜ジュニア関東14才以下　シングルス 優勝

遠藤　和弘 全国スポレク祭年齢別団体　優勝  （ドリームツカメチーム）

伊藤　史子                              同　　　

田口　滋                              同　　　

喜多　初代                              同　　　

相澤　勝久                              同　　　

高橋　緑                              同　　　

綿貫　陽介 ｷｯｽﾞﾃﾆｽｶｯﾌﾟ全国大会８才以下シングルス優勝

平成１９年 綿貫　裕介 全国ジュニア室内関東大会シングルス  優勝      他

綿貫　敬介 全日本ジュニア１４才以下シングルス  ３位      他

有田　京平 関東ジュニア１４才以下ダブルス  準優勝

伊藤　史子 全国レデイース大会団体 準優勝

堀内  哲嗣郎 体育協会理事の功績

平成２０年 綿貫  敬介 全国中学生大会　シングルス優勝     他

大塚　正俊 県テイジンベテラン40才以上ダブルス  優勝

平成２１年 綿貫　敬介 トヨタジュニア   優勝                他

鈴木　みのり 全国テニス一般ダブルスＤ3位

小桐　あゆみ                 同

平成２２年 綿貫　敬介 国体少年男子  シングルス３位                       他

綿貫　陽介 ダンロップ全日本ジュニア１２才以下 シングルス３位

竹内　雄太郎 県ジュニア１８才以下 ダブルス優勝

彦野　義明 全国スポレク年令別団体戦全国３位 （ホワイトタイガースチーム）

黒河　美幸                           同　　　

茶木　昭彦                           同　　　

澤入　志津子                           同　　　

清水　謙                           同　　　

福島　笑子                           同　　　

丸田　有花 県民総体兼春季大会ダブルス優勝

平成２３年 綿貫　敬介 全日本ジュニア室内 シングルス優勝

田中　春吉 県中学新人大会 シングルス優勝

綿貫　陽介 県ジュニア１４才以下ダブルス優勝

木元　風哉                   同

田口　滋 全国スポレク県選考会 年令別団体戦３位（Ｖ．ドリームチーム）

遠藤　和弘                           同　　

喜多　初代                           同

伊藤　史子                           同

平成２４年 丸田　重人 県ベテラン秋季５５才以上ダブルス優勝

平成２５年 綿貫  陽介 ピンマ国際ジュニアダブルス優勝    他

綿貫　陽介 関東ジュニア１６才以下ダブルス優勝

木元　風哉             同

齋藤　惠佑 関東ジュニア１２才以下シングルス＆ダブルス優勝

谷利　麻里子 第３４回Ｃ級ダブルス優勝

関根　綾子             同

中川　寛 県秋季ﾍﾞﾃﾗﾝ８０才以上シングルス優勝

栗岡  俊丈 体育協会理事の功績

平成２６年 綿貫  陽介 関東ジュニア１６才以下シングルス優勝     他

齋藤　惠佑 ＲＳＫ全国ジュニア１３才以下シングルス優勝     他

綿貫　陽介 関東ジュニア１６才以下ダブルス優勝

木元　風哉             同

丸田　有花 県民総体兼県春季ダブルス優勝

澤入　志津子 県民総体兼ベテラン春季５０才以上ダブルス優勝

田川　明子             同　　             ５５才以上ダブルス優勝

栄水　直樹             同　　             ６０才以上ダブルス優勝

村山　直樹 県ジュニア１２才以下ダブルス優勝     他

若尾　颯馬                         同



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記    録 

 



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成１８年度事業報告

男 女 計
春季ダブルス大会 4月23日 T's 春 94 男性 鈴木・大道寺 黒沼・西垣 河崎・岩渕 高橋・阿久津 (コンソレ）矢内・長谷川

女性 吉嶋・村上 村田・目黒 板垣・竹内 小山田・田浦 　　　　　　田野・島村
TC庄和 庄 112 チーム戦 Ｇチーム Ｆチーム Ａチーム Ｈチーム

     
春季シングルス大会  兼 5月14日 武里ＴＣ 両 81 男性 綿貫敬介 清水　謙 伊藤幸治 結城和彦
県予選会 ＴＣ庄和 女性 森　由美 今村美穂 盤長谷博子 蓮見綾子
市民オープン 5月27日 会長・下陸・fun 春 77
  テニスフェスタ 役員
夏季ダブルス大会  兼 6月11日 春日部硬式 両 160 男性 清水　謙・岩本達也 綿貫敬介・矢野雄磨 白戸三四郎・片柳公章 松井克彦・近藤　裕
県予選会 ブルーベリー 女性 森　由美・山野真紀 宇佐美ゆみ・三浦有子 西江美枝・杉俣久美子 大塚礼子・山嵜雪子
県民総合ダブルス 7月2日 TC庄和・会長 両 140 男性 片岡大輔・長井俊賢 内田文紀・山口健一 彦野義明・清水　謙 （ｺﾝｿﾚ）高橋健志・竹内俊哉

トーナメント 女性 喜多初代・伊藤史子 高橋　緑・菊池啓子 西江美枝・植木寿子 （ｺﾝｿﾚ）長命賀寿子・林ひとみ

平日親睦ダブルス大会 7月6日 粕谷・ 春 100 春日部会場 ４チーム対戦
春日部硬式
ＴＣ庄和 庄 庄和会場 ６チーム対戦

クラブ対抗団体戦大会 7月23日 会長・月木会 両 204 ６人団体 （武里）
木友会 浜田・清水・彦野 越村・豊田・遠藤 蛭間・米山・円崎 高橋・芳賀・丸田
ＴＣ庄和 谷利・澤入・古坂 伊藤・米山・福島 森・田村・吉嶋 田川・長谷・斉藤

夏季混合ダブルス大会 8月20日 ＴＣ庄和・会長 庄 チーム 72 男性 佐藤・木村・喜多・小室・池田星･須貝・栗原・新藤・米地 西崎・金子・沢頭・鈴木・水口 岩織・今村･大前・春日・相澤

戦 女性 水口・西崎・中里 堀内・板垣・新保・関根 森泉・玉谷・小阪 野村・須貝・岩瀬
ミックスダブルス大会 9月17日 パワフルズ 104 庄和会場 加藤：山野 島村：喜多 彦野：澤入

Ａｒｅｓ・ＴＣ庄和 春日部会場 遠藤：伊藤 清水：嶋田 越村：西江 （ｺﾝｿﾚ）中斎・大町
市民体育祭ダブルス大会 10月8日 沼崎・榮水・ 両 148 男性 片岡大輔・長井俊賢 彦野義明・清水謙 米地　篤・尾崎研吾 豊田浩輝・米山良和 （ｺﾝｿﾚ）新井芳泉・金子拓己

ﾙｳｳﾞ・ＴＣ庄和 女性 堀内聡乃・杉俣久美子 千葉裕美子・福島笑子 菊池啓子・西山由紀子 宇佐美ゆみ・三浦有子 （ｺﾝｿﾚ）林ひとみ・安部
平日オープン親睦 10月11日 谷利・武里ＴＣ 春 72 谷原 Ａチーム  16勝11敗 Cチーム14勝13敗 Dチーム13勝4敗 Bチーム11勝16敗
  ダブルス大会 ＴＣ庄和
クラブ対抗団体戦大会 11月3日 理事長 両 186 ６人団体

ＹＯＵ 高垣・豊田・遠藤 大原・岩渕・芳賀 浜田・清水・彦野 高橋・竹内・勝又 （ｺﾝｿﾚ)高橋・丸田・上園
春日部硬式 伊藤・山田・米山 丸田・黒河・斉藤 澤入・吉嶋・森 大橋・及川・西本 　　　   松本・古阪・長谷
ＴＣ庄和

市民オープン 11月11日 庄和・会長・下陸 庄 58 庄和会場
  テニスフェスタ fun・役員
年齢別ダブルス大会 11月26日 フォーティラブ 両 128 ～39歳        圓崎・川瀬 福迫・高橋 中間・小坂 松本・甲斐

IFK 男性 40～49歳    髙橋・山本 近藤・村上 蛭間・山中
50歳～       相澤・今村 彦野・柳 春日・吉野 遠藤・布川
～34歳       米山・嶋田 安藤・石川 岡崎・山崎 岡部・星

女性 35～44歳    堀内・木村 西江・宇佐美 富田・倉持 田村・吉嶋
45歳～        西山・菊池 堀内・笠原 大塚・山嵜 奥山・高野

年末ダブルス大会 12月10日 TC庄和・会長 庄 99 チーム戦 Ｅチーム Ｈチーム Ｇチーム

冬季ダブルス大会  兼 2月4日 春日部フジ 両 156 男性 島村武希・元木孝一郎 大石修二・伊藤幸治 越村　章・豊田浩輝 竹内俊哉・高橋健志
県・東部郡市予選会 ダブルフォールト 女性 三浦有子・宇佐美ゆみ 盤長谷博子・高橋緑 植木寿子・西江美枝 吉嶋繁美・田村邦子
冬季シングルス大会  兼 3月4日 FFTC・YOU 両 106 男性 綿貫敬介 野口晋平 清水　謙 中澤征樹
県・東部郡市予選会 グローバル 女性 米山有夏 神長啓子 宇佐美ゆみ 安藤弘美

合計延べ参加者数 2097

備   考
参加者

種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位
種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成１９年度事業報告

男 女 計
春季ダブルス大会 4月22日 T's 春 124 男性 (reball)高橋・竹内 (庄和・パワフル）鈴木・深谷 （ｒｅｂａｌｌ・武里）内田・長谷川 （Ｔ’ｓ）五十嵐・黒石

女性 (庄和・fun) 小林 ・ 星 （Reball）安藤・及川 (庄和)板垣・竹内 （Ｔ’ｓ）神長・村田
TC庄和 庄 80 チーム戦 Ｅチーム Ｈチーム Ｂチーム Ｆチーム

県民総合ダブルス大会 5月13日 TC庄和 両 74 男性 （武里）圓崎・村上 (パワフル）高橋・山本 （武里）彦野・柳 （ＲＴＴ）福迫・高橋
女性 （庄和）菊池・高橋 （ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ・ﾊﾟﾜﾌﾙ）越村・木村 （庄和）堀内・安井 （ＹＯＵ）遠藤・荻原

市民オープン 6月9日 会長・下陸・fun 春 64 共栄大学 ちびっこ組・ジュニア組・一般組・シニア組にて行う
  テニスフェスタ
春季シングルス大会  兼 6月17日 武里ＴＣ 両 121 男性 (フォーティラブ)越村 （武里）清水 （グローバル）川瀬 （Ｔ’ｓ）金子
県予選会 女性 （ブルーベリー）丸田 （フォーティラブ）森 （春日部硬式）宇佐美 （reball)及川
平日親睦ダブルス大会 7月5日 粕谷・ 春 80 春日部会場 9クラブ参加・親睦ダブルス

春日部硬式
大前・ 庄 42 庄和会場 ４チームの対抗戦の Ｃチーム優勝
ＴＣ庄和 親睦ダブルス

夏季ダブルス大会  兼 7月8日 春日部硬式 両 144 男性 （ルウヴ）山口・小山田 （武里・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）圓崎・川瀬 （パワフルズ）高橋・山本 （ＹＯＵ）片岡・長井
県予選会 ブルーベリー 女性 （フォーティラブ）古澤・千葉 （フォーティラブ）越村・堀内 （庄和）森・中里 （武里・ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ）吉嶋・田村

クラブ対抗団体戦大会 7月22日 会長・月木会 両 168 ６人団体 （ブルーベリー） （フォーティラブ・ＲＥＤＳ） （武里） （ブルーベリー）
木友会 ＊印女性 芳賀・小林・片柳 越村・豊田・遠藤 彦野・浜田・清水 髙橋・上園・丸田
ＴＣ庄和 ＊松本・＊田川・＊黒河 ＊伊藤・＊米山・＊福島 ＊澤入・＊森・＊中里 ＊長谷・＊斉藤・＊石野

夏季混合ダブルス大会 8月26日 ＴＣ庄和 庄 56 チーム戦 Bチーム Ｈチーム Ｇチーム Ａチーム

ミックスダブルス大会 9月16日 パワフルズ 120 庄和会場 （フォーティラブ）蒔田・＊千葉 （ＦＦＴＣ・庄和）岡田・＊甲斐 （武里）彦野・＊澤入 (パワフル・庄和)岩本・＊小林

Ａｒｅｓ・ＴＣ庄和 春日部会場 （フォーティラブ）宮坂・＊宮坂 (フォーティラブ）堀内・＊堀内 (フォーティラブ）遠藤・＊伊藤 (フォーティラブ）越村・＊越村
市民体育祭ダブルス大会 10月7日 春日部硬式 両 138 男性 （ＲＴＴ）秋葉・吉川 (フォーティラブ）笹岡・奥村 (庄和・パワフル）染谷・小沼 （Ｔ’ｓ・春硬）榮水・菊池

     21日 女性 (フォーティラブ)森・伊藤 (フォーティラブ）千葉・福島 (庄和）吉岡・小松 （ＦＦＴＣ）鈴木・小桐
平日オープン親睦 10月24日 谷利・武里ＴＣ 春 72 谷原 Ｂチーム Ｄチーム Ｃチーム Ａチーム
ダブルス大会
市民オープン 11月17日 会長・下陸・fun 庄 88 庄和会場 ちびっこ組・ジュニア組・一般組・シニア組にて行う
  テニスフェスタ
クラブ対抗団体戦大会 11月11日 副会長 両 174 ６人団体 （パワフルズミニー） (ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ・カチャーシャー） （パワフルズミニー） (ＴＣ庄和クイーン）

     18日 共栄大 ＊印女性 三國・吉田・加藤 米山・高垣・宮坂 工藤・山本・野口 野畑・島村（fun)・岩本
Re－ｂａｌｌ ＊飯島(友)・＊甲斐(庄)・ ＊宮坂・＊嶋田・＊堀内 ＊杉俣・＊西江・＊植木 ＊喜多・＊木村（ﾊﾟﾜ）・

＊山野 ＊宇佐美(春硬）
年齢別ダブルス大会 11月25日 フォーティラブ 両 132 ～39歳        米山・豊田 伊東・大石 内田・長谷川 （3位）高橋・竹内

12月2日 IFK 男性 40～49歳    工藤・堀内 北浜・黒石 小坂・春日
50歳～        相澤・今村 谷利・大槻 彦野・柳
～34歳        及川・後藤 岡崎・河口 西本・原田 （3位）安藤・石川

女性 35～44歳     木村・堀内 米山・福島 越村・田附         板垣・小坂
45歳～        喜多・遠藤 石田・高野 杉俣・植木         堀内・笠原

年末ダブルス大会 12月9日 TC庄和 庄 72 ８グループ戦 Ｂチーム Ｇチーム Ａチーム Ｈチーム

冬季ダブルス大会  兼 2月9日 春日部フジ 両 90 男性 近藤  裕 ・ 松井克彦 山口  章 ・ 小山田 真 越村  章 ・ 豊田浩輝 彦野義明 ・ 浜田藤夫
県・東部郡市予選会 ダブルフォールト 女性 宇佐美ゆみ ・ 宇佐美美有紀 鈴木みのり ・ 小桐あゆみ 石田菊枝 ・ 高野美代子 杉俣久美子 ・ 道広節子
冬季シングルス大会  兼 3月2日 FFTC・YOU 両 87 男性 金子  涼介 清水   謙 豊田浩輝 高木克彦
県・東部郡市予選会 グローバル 女性 岡田  歩美 越村美奈子 今村美穂 富田十和子

合計延べ参加者数 1926

備   考
参加者

種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位
種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２０年度事業報告

男 女 計
クラブ対抗団体戦大会 4月20日 日 福澤相談役 両 108 108 216 団体戦 チームレッズ(ﾌｫ-ﾃｨﾗﾌﾞ） QUEEN(庄和） パワフルミッキー(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ） ホワイトタイガー(武里）

TC庄和 丸田・宮坂・遠藤 島村・小沼・岩本 越村・山本・畑中 浜田・松井・彦野
月木会・木友会 伊藤・米山・越村 小林・甲斐・島田 畑中・西江・杉俣 長谷・澤入・古阪

春季平日ダブルス大会 5月15日 木 春日部硬式 春 12 32 44 男子D４組、女子D14組、混合D４組によるごちゃ混ぜ対抗試合、優勝者は決めず
TC庄和 庄 7 25 32 ﾁｰﾑ対抗 Bチーム Aチーム Dチーム Cチーム

混合ダブルス大会 5月18日 日 TC庄和 両 一般 41 41 82 一般 遠藤和弘・伊藤史子 片柳公章・武井博美 伊藤幸治・田浦弘美 彦野義明・澤入志津子

ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ﾍﾞﾃﾗﾝ 16 16 32 ベテラン 相澤勝久・高橋緑 須賀秀男・菊池啓子 小阪良二・笠原やす江 須藤清美・荻原亨美

春季シングルス大会兼 6月8日 日 武里TC 両 A 54 22 76 A男性 金子涼介 清水謙 豊田浩輝 西村栄一郎 武内雄太郎
県･東部郡市予選会 A女性 岡田亜美 島村かおり 岡田歩美 安藤弘美 佐藤律子

B 18 19 37 B男性 優勝者は決めず
B女性 優勝者は決めず

夏季ダブルス大会兼 6/29・7/6 日 春日部硬式 両 A 50 38 88 A男性 彦野義明・浜田藤夫 片岡大輔・永井俊賢 中澤征樹・助川裕季 三宅徹志・竹下智哉 秋葉泰・吉川一輝
県予選会 ﾊﾟﾜﾙﾙｽﾞ A女性 板垣馨り・桐明静香 及川真希・後藤麻弥 宇佐美ゆみ・諏合るり 黒澤文子・奥山洋子 杉俣久美子・道広節子

B 38 54 92 B男性 谷山友彦･米丸一樹 木本    ・木本    本間晋･田口    塩野光洋・津浪雅一

B女性 宝田有加･松本雅子 土岐由美子･川原和恵 小此木恵美子・柴田    石関晴美･及川博江

ダブルス大会 7月27日 日 TC庄和 庄 39 33 72 ﾁｰﾑ対抗 Cチーム Dチーム Bチーム Aチーム
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ (両)

テニスフェスタ 9月20日 土 福澤相談役 春 31 28 59 ちびっ子組、ジュニア組、一般組、シニア組にて行う
FUN・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫｰﾙﾄ

県民総体・市民体育祭 10月5日 日 春日部硬式 両 一般 70 86 156 一般男子 豊田浩輝・新井伸吾 遠藤和弘・宮坂広毅 田口滋・小柳保大 新井芳泉・瀬戸秀治 高橋一博・三宅徹志

ダブルス大会兼 ルーヴ 一般女子 堀内聡乃・越村美奈子 板垣馨り・桐明静香 鈴木みのり・小桐あゆみ 安藤弘美・岡崎愛 柴田真由美・西江美枝

春日部市選手権大会 ﾍﾞﾃﾗﾝ 22 10 32 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子 今村隆文・相澤勝久 阿部仁・戸辺秀岳 塚本剛・武内徹
 ﾍﾞﾃﾗﾝ女子 喜多初代・石野美智子 堀内瑠理子・笠原やす江 菊池啓子・高橋緑 ー

平日オープンダブルス 10月22日 水 武里TC 春 21 67 88 男子D７組、女子D３０組、混合D７組によるごちゃ混ぜ４～５組／ブロックによるリーグ戦、優勝者は決めず
大会 TC庄和 庄 12 13 25 ﾁｰﾑ対抗 Aチーム Gチーム Hチーム Fチーム
団体戦大会(年齢別） 11月9日 日 ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ 両 81 81 162 ～200未満 ファンだパンダ(FUN） ドントV(硬式）

Ares （年齢合計） 河合・君島・後藤 菊池・圓子・柳田
中島・高橋・佐藤 水口・宇佐美・土岐

 200～300 総務課(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ) 人事課(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ) 最近、歳のせいか(武里） 庄和ラスカル(庄和） 庄和クララ(庄和）

豊田・堀内・新井 三宅・畑中・新井（FF) 彦野・金子（FF)・清水 小坂・春日・金子 森本・岡本・谷山
安藤・堀内・新井 石崎・畑中・越村 村上・黒河・清水 板垣・桐明・平 小坂・岩瀬・高橋

300以上 NBC(庄和） まだまだ若いものには(武里） ？（ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ） QUEEN(庄和)

米地・小柳・田口 大槻・谷利・中橋 塚本・高橋・武内 大塚･阿部･今村
安井・菊池・笠原 江原(庄和)・谷利・石川 杉俣・植木・西江 喜多･甲斐･高井

年末ダブルス大会 12月7日 日 武里TC 春 52 44 96 男子D１６組、女子D１２組、混合D２０組による各各種目４～５組／ブロックによるリーグ戦、優勝者は決めず
TC庄和 庄 38 37 75 ﾁｰﾑ対抗 Cチーム Bチーム Dチーム Eチーム

冬季ダブルス大会兼 2月1日 日 春日部フジ 両 A 58 46 104 A男性 阿部仁・相澤勝久 三宅徹志・竹下智哉 島村武希・尾花彰一 小川真治・小林万久 越村章・豊田浩輝
県･東部郡市予選会 Reball A女性 道広節子・杉俣久美子 黒沢文子・奥山洋子 安藤弘美・岡崎愛 宇佐美美由紀・宇佐美ゆみ 高橋悠貴子・佐藤由依

B 28 26 54 B男性 本間晋・田口伸也 根本信彦・三浦広光 原田聡・布川孝二 今村隆文･四家喜一

B女性 熊谷智恵･山崎明子 西前祥子・吉田麻子 井上由起・松岡みどり 鈴木登美子・彦野秀子

冬季シングルス大会兼 3月1日 日 FFTC 両 A 35 15 50 A男性 越村      章 三宅   徹志 豊田   浩輝 島村   武希 長井   俊賢
県予選会 YOU A女性 岡田   亜美 島 村  かおり 鈴木   みのり 佐藤   由依 小桐 あゆみ

B 20 10 30 B男性 優勝者は決めず
B女性 優勝者は決めず

東部郡市ダブルス大会 3月22日 日 東部郡市テニス協機会 庄
兼県予選会 春日部市テニス協会

合計延べ参加者数 851 851 1702

５位 コンソレ優勝 備   考
参加者

種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位
種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２１年度事業報告

男 女 計
団体戦大会 4月19日 日 TC庄和 両 111 111 222 団体戦 てにすびと（ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ） Ｑｕｅｅｎ（庄和） うめ（FFTC） ﾌﾞﾙｰﾁｰﾑ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） 庄和ﾗｽｶﾙ（庄和）

月木会・木友会 豊田、宮坂、遠藤 大塚、島村、時田 伊藤、大石、瀬戸 上園、丸田、片柳 小坂、春日、金子
伊藤、堀内、信澤 高井、喜多、山野 小桐、富田、田浦 齋藤、長谷、古阪 岩瀬、板垣、桐明

混合ダブルス大会 5月10日 日 ダブルフォルト 両 一般 40 40 80 一般 遠藤和弘・伊藤史子 清水謙・清水知子 白子邦明・久保田智美 橋本健一郎・田村邦子

パワフルズ ﾍﾞﾃﾗﾝ 16 16 32 ベテラン 彦野義明・澤入志津子 田口滋・安井敏子 黒沢喜久二・黒沢幸子 白石正治・高橋緑
春季平日ダブルス大会 5月14日 木 春日部硬式 春 16 44 60 男子D6組、女子D20組、混合D4組のごちゃ混ぜ3～4組/ﾌﾞﾛｯｸによる予選ﾘｰｸﾞ後、順位別ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

TC庄和 庄 10 14 24 ﾁｰﾑ対抗 Ｄチーム Ｂチーム Ｃチーム Ａチーム
春季シングルス大会兼 6月7日 日 武里TC 両 A 38 21 59 A男性 清水     謙 高良   翔也 長井   俊賢 伊藤   幸治 越村     章
県･東部郡市予選会 ＲＴＴ A女性 岡本   華奈 大井 なつみ 山本   智春 尾崎 希良々 大場 亜沙子

B 29 13 42 B男性 江原   善徳 染谷   淳一 木田   恵介 栗原   和寿
B女性 高野 恵美子 小坂   早苗 新井   優子 濱野 江利子

夏季ダブルス大会兼 6月28日 日 パワフルズ 両 A 60 28 88 A男性 越村章・豊田浩輝 相澤勝久・田口滋 三宅徹志・竹内智哉 笹木誠・竹内俊哉 白子邦明・平井貴之

県予選会 春日部硬式 A女性 板垣かおり・桐明静香 道弘節子・杉俣久美子 安藤弘美・岡崎愛 小坂早苗・岡田明美 森洋子・中里あつ子

B 40 30 70 B男性 菊川益敬・染谷正典 田尾将人・植木優 褥俊一郎･遠藤裕樹

B女性 西前祥子・吉田麻子 土屋瑞江・岩瀬真由美 堀内留利子・笠原やす江

Ｃ 14 24 38 C男性 竹之内昌敏・鈴木龍二 堀川弘行・棚町謙一 仲田政雄・湯川克己

C女性 吉田みさ子・富永芳枝 山口千秋・中谷美奈子 岡田有希子・柴田真由美

夏のダブルス大会 7月25日 土 TC庄和･真正館 庄 32 28 60 ﾁｰﾑ対抗 Ｇチーム Ｆチーム Ａチーム Ｈチーム Ｄチーム
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ (両)

平日オープンダブルス 9月16日 水 武里TC 春 21 39 60 男子D７組、女子D16組、混合D7組のごちゃ混ぜ５組/ﾌﾞﾛｯｸによるﾘｰｸﾞ戦、優勝者は決めず。
大会 TC庄和 庄 11 15 26 ﾁｰﾑ対抗 Ｃチーム Ａチーム Ｄチーム Ｂチーム
県民総体・市民体育祭 10月4日 日 春日部硬式 両 一般 90 58 148 一般男子 清水謙・金子涼介 伊藤幸治・大石修二 田口滋･福迫弘晃 米地篤･金子昌巳 菊池隆児・柳田祐嗣

ダブルス大会兼 ルーヴ 一般女子 堀内聡乃・越村美奈子 岡本華奈・岡本早苗 鈴木みのり・小桐あゆみ 板垣かおり・桐明静香 河口正美・加藤久美

春日部市選手権大会 ﾍﾞﾃﾗﾝ 24 20 44 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子 今村隆文・相澤勝久 蛭間秀雄・補蛇富士夫 彦野義明･柳荘一
 ﾍﾞﾃﾗﾝ女子 小林照美･池田紀子 喜多初代・遠藤矢余子 小谷野静子・土田幸子 黒沢幸子・諏合るり

テニスフェスタおよび 10月17日 土 協会・Ｆｕｎ 春 フェ 35 45 80 フェスタ ちびっ子組、ジュニア組、一般組、シニア組にて行う
小学生大会 協会・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 11 6 17 ｼﾝｸﾞﾙｽ シングルス大会とし、男女17名を3～4名/ﾌﾞﾛｯｸで試合を実施
年齢別団体戦大会 11月3日 日 ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ 両 ～200未満 0 ～200未満 エントリーなし

Ares   （年齢合計） （年齢合計）

 200～300 63 63 126 200～300 クィーンＡ（TC庄和） ジュピター（ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ） 武里Ａ（武里TC） カモ～ん（TC庄和）

小沼・岩本・角野 落合・新名･円崎(武里） 彦野・浜田・清水 相澤・今村・須貝
柴田･小林･遠藤 岡田・二宮･田村 澤入･黒沢･石田 須貝・西前･吉田

 300以上 33 33 66 300以上 ブルー(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ) NBC（TC庄和） クィーンB（TC庄和） 武里Ｃ(武里TC)
栄水・丸田･片柳 田口･米地･小柳 林･根田・鈴木 橋本・首藤・松本
松本･田川・黒河 堀内･菊池･笠原 佐藤･高橋･喜多 大塚･山嵜・青木

年末ダブルス大会 12月5日 土 武里TC 春 32 32 64 混合D 長谷川幸太･小桐あゆみ 円崎直樹・岡田歩美 岡本義幸・水津順子 彦野義明・彦野秀子

TC庄和 庄 42 29 71 ﾁｰﾑ対抗 Fチーム Dチーム Eチーム Cチーム
冬季ダブルス大会兼 2月7日 日 春日部フジ 両 A 48 22 70 A男性 三宅徹志･竹下智哉 伊藤幸治･大石修二 越村　章･豊田浩輝 吉川一輝･秋葉　泰 岩本達也･小沼一人

県･東部郡市予選会 Reball A女性 菊池啓子･高橋　緑 河口正美･加藤久美 岡田明美･小坂早苗 杉俣久美子･道広節子 田村邦子･三田美加

B 26 28 54 B男性 木田恵介･奥山　進 大場之博･木村昭憲 北沢　勉･村上　満 池田力也･神崎淳史

B女性 平野幸子･井上由起 鈴木登美子･安部恵子 笠原やす江･堀内留利子 渡辺みゆき･野呂恵子

冬季シングルス大会兼 3月7日 日 FFTC 両 A 35 29 64 A男性 竹内 雄太郎 越村     章 西村 栄一朗 大熊  甫成 豊田   浩輝
県予選会 YOU A女性 小桐  あゆみ 三田   美加 佐藤   律子 安藤   弘美 板垣  かおり

B 16 15 31 B男性 木田   恵介 森本   明伸 渡辺   直樹 栗原   和寿
B女性 横山   紀子 池田   由美 中村   光枝

合計延べ参加者数 893 803 1696

５位 コンソレ優勝 備   考
参加者

種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位
種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２２年度事業報告

男 女 計
団体戦大会 4月18日 日 TC庄和 両 Ａ 63 63 126 団体戦Ａ ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） ﾙﾅﾄﾘｶﾞｰ(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ) ｻｲｸﾛﾝｼﾞｮｰｶｰ(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ) ﾍﾞﾘｰﾁｰﾑ ハート(ＦＦＴＣ) 斜体：他クラブ

月木会・木友会 小林・芳賀・奈良 遠藤・豊田・高垣 新井・宮坂・越村 丸田・山田・片柳 伊藤・木村・瀬戸
松本・石野・板垣 渡辺・神戸・越村 伊藤・日下部 ・新井 黒河・長谷・古阪 小桐・鈴木・田浦

Ｂ 78 78 156 団体戦Ｂ どんぐり②(硬式) ﾀﾞﾌﾞﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫｰﾙﾄ） YOUもも組（YOU) どんぐり①(硬式）
根本・田口・竹野 山野井・栗原・熊田 福島・大原・染谷 粕谷・相沢・佐藤 コート事情でコンソレはなし

長瀬・土岐・西山 若尾・井上・米丸 荻原・横山・江森 佐藤・山田・大町
混合ダブルス大会 5月9日 日 ダブルフォルト 両 一般 55 55 110 一般 大塚正俊・甲斐知美 高垣和雄・渡辺祐子 白子邦明・長塩里美 近田浩之・加藤晶子

パワフルズ ﾍﾞﾃﾗﾝ 25 25 50 ベテラン 彦野義明・澤入志津子 田口伸也・曽我智子 相澤勝久・高橋緑 福島誠・横山紀子
春季シングルス大会兼 6月6日 日 武里TC 両 A 41 14 55 A男性 綿貫　陽介 中川  幸次 重本  信哉 名越  一博 猪股  由之
県･東部郡市予選会 ＲＴＴ A女性 小桐  あゆみ 三田  美加 石川  香織 大場  朝子 宇佐美  ゆみ

B 43 14 57 B男性 木本  和寿 古河  誠 竹野  豊信 中根  孝佳
B女性 曽我  智子 堀内  宏恵 清水  知子 渡辺  みゆき

夏季ダブルス大会兼 6月27日 日 春日部フジ 両 A 66 40 106 A男性 高岡光秀・近田浩之 石井文男・小出恵利人 村沢烈史・西田理 飯田周平・大熊甫成 清水謙・円崎直樹
県予選会 Reball A女性 加藤久美・河口正美 宇佐美ゆみ・西江美枝 田村邦子・三田美加 黒沼幸子・荻原亨美 道広節子・杉俣久美子

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ B 48 48 96 B男性 細田晃・毛利哲也 岩城友和・佐々木久人 岩坂眞詩・中野哲也 大場之博・木村昭憲

B女性 堀内留利子・笠原やす江 猪股妙子・猪股央 細木洋子・松岡みどり 土屋瑞江・村上裕美子

夏のダブルス大会 7月24日 土 TC庄和 春 初心者 9 21 30 男女混 畑中博・田浦悦彦 宮本安子・祷俊一郎 吉田忠典・工藤貞子 大久保久仁子・渡辺みゆき

YOU 庄 団体戦 38 36 74 ﾁｰﾑ対抗 Gチーム Aチーム Hチーム Bチーム
平日オープンダブルス 9月15日 水 武里TC 両 32 76 108 親睦を目的とし、順位は決めず
大会 From４
県民総体・市民体育祭 10月3日 日 春日部硬式 両 A 88 60 148 A男子 綿貫陽介・白石拓 岡田和彦・小林利夫 白子邦明・平井貴之 長谷川幸太・越村章 豊田浩輝・佐藤晃一

ダブルス大会兼 ルーヴ A女子 小桐あゆみ・鈴木みのり 堀内聡乃・越村美奈子 田村邦子・三田美加 石川香織・苫米地千絵子 西江美枝・石原さとみ

春日部市選手権大会 ﾙﾈｻﾝｽ春日部 B 30 12 42 B男子 白石正治・田口滋 染谷一敏・鈴木透 蛭間秀夫・補蛇富士夫 春日敏雄・小坂良二

50歳以上  B女子 奥山洋子・黒沢文子 石田菊枝・高野美代子 堀内留利子・笠原やす江 小此木恵美子・平恵子

テニスフェスタおよび 10月16日 土 協会・Ｆｕｎ 春 フェ 35 39 74 フェスタ
小学生大会 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 19 5 24 ｼﾝｸﾞﾙｽ 4名リーグ、各ブロック１位 ： 若尾颯馬、菅原怜大、田端優人、前沢麗那、小岩　蓮、沼口雅樹
年齢別団体戦大会 11月3日 水 ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ 両 ～200 15 15 30 ～250未満 はやぶさ(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ) ジュピター(ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ） ｸｨｰﾝﾚﾝｼﾞｬｰ(庄和) 斜体：他クラブ

祝 Ares   未満 （年齢合計） 宮坂・豊田・清水 落合・新名・松田 信田・木村・深谷
石川・青木 ・宮坂 三田・二宮・田村 喜多・澤入・日下部

 200 54 54 108 250～300 ゆず(FFTC) ﾊﾟﾜﾌﾙｼｮｯﾄ(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ） 庄和ラスカル(庄和) ｷﾗｰｸｨｰﾝ(庄和） チョコビー(fun)
｜ 伊藤・木村・大石 山本・工藤・越村 金子・春日・小坂 時田・今野・染谷 杉本・塩野・前田
300 鈴木・小桐・田浦 西江・堀内・越村 板垣・岡田・鈴木 平野 ・西前・吉田 森田・川原 ・津浪

 300 33 33 66 300以上 ブルー(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） NBC2号(庄和) ﾊﾟﾜﾌﾙﾎﾞｰﾙ(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ） 輝(硬式） ｸｨｰﾝｷﾝｸﾞ(庄和)
以上 丸田・片柳・阿部 白石・田口・小柳 塚本・高橋・堀内 黒沼・根本・竹野 林・根田・鈴木

松本・黒河・長谷 堀内・高橋・菊地 道広・杉俣・植木 西山・長瀬・土岐 高井・鈴木・染谷
年末ダブルス大会 12月4日 土 武里TC 春 42 42 84 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 遠藤和宏・伊藤史子 松田裕之・田村邦子 長谷川幸太・小桐あゆみ 内田文紀・青木真由美

TC庄和 庄 38 32 70 ﾁｰﾑ対抗 Ｆチーム Ｈチーム Ｅチーム Ｇチーム
冬季ダブルス大会兼 2月6日 日 パワフルズ 両 A 62 40 102 A男性 高岡光秀・近田浩之 木村康治・円崎直樹 岩本達也・小沼一人 小出恵利人･石井文男 中川幸次･猪俣由之

県･東部郡市予選会 春日部硬式 A女性 加藤久美・河口正美 黒澤文子・奥山洋子 菊池啓子・高橋緑 板垣かおり・岡田明美 西江美枝・宇佐美ゆみ

B 34 34 68 B男性 根田恵一・染谷一敏 竹野豊信・田口信也 蛭間秀夫・補陀富士夫 塚本剛・武内徹 岡部好冶・直井和徳

B女性 酒井京子・坂本陽子 中野みゆき・柴田友紀 加藤晶子・増田　宏美 松岡みどり・野呂惠子 名倉冨美子・坂井昌子

冬季シングルス大会兼 3月6日 日 FFTC 両 A 41 15 56 A男性 中川　幸次 中澤　征樹 西村英一朗 越村　　章 清水　　謙
県予選会 ｱﾙﾄﾊﾞｲｴﾙﾝ A女性 三田　美加 渡邊　祐子 河口　正美 田附　由美子 苫米地千絵子

B 48 31 79 B男性
B女性

合計延べ参加者数 1037 882 1919

５位 コンソレ優勝 備   考

①ちびっこ、②ジュニア、③中学生、④一般・シニア(初心者)、⑤(経験者）の組に分け、球出し練習･ゲーム･アトラクションを実施

Bクラスについては、エントリー数が多く、変則リーグ戦のみで、決勝トーナメントは設定できなかった。

４位(県予選会）／
３位

参加者
種目 優勝 準優勝 ３位種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２３年度事業報告

男 女 計
団体戦大会 4月24日 日 TC庄和 両 Ａ 63 63 126 団体戦Ａ ｴﾙｳﾞｪ(ｴﾙｳﾞｪ) 焼酎ｸｨｰﾝ（庄和） さくら(FFTC ） 武里ﾎﾜｲﾄﾀｲｶﾞｰ イタリック体：

月木会・木友会 右川・中川・猪俣 染谷・岩本・大塚 木村・白子・瀬戸 彦野・浜田・清水 他ｸﾗﾌﾞ
望月・亀谷・鈴木 小林・田中・石塚 鈴木・小桐・田浦 谷利・黒河 ・澤入

Ｂ 69 69 138 団体戦Ｂ ﾜｲﾝｸｨｰﾝ（庄和） ﾊｲｻﾜｰｸｨｰﾝ（庄和） ｳｨｽｷｰｸｨｰﾝ（庄和） りす(春日部硬式）
信田・根田・林 直井・岡部・古河 戸辺・時田・鈴木 黒沼・竹野・田口

西前・吉田・鈴木 千葉 ・小野寺・岩瀬 高岡・大前・佐藤 大町・西山・曽我
混合ダブルス大会 5月8日 日 ダブルフォルト 両 一般 48 48 96 一般 遠藤和弘・伊藤史子 清水謙・清水知子 小林利夫・中野みゆき 白子邦明・石川香織 相馬達夫･千葉紗也香

パワフルズ ﾍﾞﾃﾗﾝ 30 30 60 ベテラン 彦野義明・澤入志津子 田口伸也・曽我智子 田口滋・高橋緑 西垣慶人・諏合るり 組田康博･笠原やす江

平日親睦ダブルス大会 5月19日 木 春日部硬式 男子 26 26 庄和ｺｰﾄ 林優利・島村誠 上原浩・関根幸夫 小倉春雄・仲野十和田 岡部好治・関根大輔

From４ 女子 54 54 大沼ｺｰﾄ 各ダブルス１位
混合 7 7 14 谷原ｺｰﾄ 各ブロック１位

春季シングルス大会兼 6月5日 日 武里TC 両 A 51 20 71 A男性 清水    謙 高垣  和雄 中澤  征樹 蒔田    要 池田  典義
県･東部郡市予選会 ＲＴＴ A女性 大川  璃沙 渡辺  奈緒 三田  美加 石川  香織 宇佐美ゆみ

B 44 15 59 B男性 上原    浩 星    義弘 田口  伸也 白石  正治 野口  芳雄
B女性 長塩  里美 山名冨美子 村山  由紀 堀内  宏恵 －

夏季ダブルス大会兼 6月19日 日 春日部フジ 両 A 76 46 122 A男性 藤波達郎・神保和宏 中川幸次・猪股由之 高岡光秀・近田浩之 池田典義・村沢烈史 島村武希・尾花彰一

県予選会 A女性 堀内聡乃・越村美奈子 加藤久美・河口正美 宇佐美ゆみ・宇佐美美有紀 田村邦子・三田美加 苫米地千絵子・岩本かおり

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ B 64 58 122 B男性 鈴木勝也・向山　篤 松林　繁・早坂一史 白石正治・上原　浩 木本祐二・木本涼介

B女性 日没により上位の決定戦出来ず
夏のダブルス大会 7月23日 土 YOU 春 初心者 9 31 40 男女混 仲田政雄・湯川克己 丸山秀幸・江森初美 北沢  勉・村上  満 吉田忠典・工藤貞子

ＴＣ庄和 庄 団体戦 32 29 61 ﾁｰﾑ対抗 Ｂチーム Ｅチーム Ｈチーム Ｃチーム
小中学生大会 8月2日 火 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 27 13 40 小学生

中 10 6 16 中学生 ブロック１位：池田遼太、大野貴央、藤原健太郎、長瀬日陽里
平日オープンダブルス 9月14日 水 武里TC 春 男女別 18 42 60 男女別 5～6組による
大会 混合 7 7 14 混合 リーグ戦
県民総体・市民体育祭 10月2日 日 春日部硬式 両 A 84 82 166 A男子 越村章・円崎直樹 遠藤和弘･荒井信吾 近田浩之・高岡秀光 池田典義・村沢烈史

ダブルス大会兼 ルーヴ A女子 望月直美・亀谷緑 鈴木みのり・小桐あゆみ 苫米地千絵子・岩本かおり 田村邦子・三田美加

春日部市選手権大会 ﾙﾈｻﾝｽ春日部 50歳 38 22 60 50男子 丸田重人・田口  滋 戸辺秀岳・時田  衛 相澤勝久・阿部  仁 白石正治・上原  浩 谷利 亨・中橋俊博
以上  50女子 喜多初代・石野美智子 小野寺文子・土田幸子 笠原やす江・堀内留利子

テニスフェスタ  ＆ プロに 10月15日 日 協会 春 ﾌｪｽﾀ 19 18 37 参加予定者を
よるスキルアップレッスン 10月22日 予 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾚｯｽﾝ 26 22 48 記入
年齢別団体戦大会 11月3日 木 ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ 両 ～240 21 21 42 ～240 ｱｽﾄﾛｽｨｯﾁ(FL) ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ(FL) LA12-24(From4) FL:ﾌｫｰﾃｨﾗﾌﾞ

祝 Ｄ＆Ｍ   未満 未満 越村、伊東、宮坂 新名、落合、松田 高見、早坂、岡本
宮坂、伊藤、堀内 木村、有田、田村 高見、福寿、梶原 イタリック体：

 241 21 21 42 241 ｺｱﾒﾀﾞﾙ(FL) ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ(FL) ｽﾏｯｼｭ&ｽﾏｯｼｭ(庄和) 他ｸﾗﾌﾞ
｜ ｜ 豊田、遠藤、長野 蛭間、木村 、田尾 永吉、村上、須貝
266 266 平野 、渡辺、越村 西江、村田、日下部 瀬崎 、須貝、村上

 267 21 21 42 267 武里ﾎﾜｲﾄﾀｲｶﾞｰ ﾌﾟﾚｻﾞﾝﾄ ｼｯｸｽ(R.ｳｪｰﾌﾞ) ﾏｸﾚｰﾝ(From4)
｜ ｜ 浜田、清水、彦野 大森、中司、熊谷 谷、尾崎、仲矢
307 307 奥山 、黒沢 、澤入 山田、森、佐藤 石山、荒井、尾崎

 308 24 24 48 308 ﾌﾞﾙｰﾁｰﾑ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ) ﾊﾟﾜ・つか(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) 翁駆引(庄和)
以上 以上～ 丸田、田川、榮水 塚本、武内、高橋 堀内 、栗岡、米地
計 87 87 174 田川、古阪、黒川 杉俣、道広、柴田 青山 、菊池、高橋

年末ダブルス大会 12月10日 土 武里TC 春 56 56 112 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ      コートコンディション不良のため、中止 参加予定者を
TC庄和 庄 31 32 63 ﾁｰﾑ対抗 Ｆチーム Ａチーム Ｈチーム Ｃチーム 記入

冬季ダブルス大会兼 2月5日 日 パワフルズ 両 A 80 60 140 A男性 高岡秀光・近田浩之 伊藤孝治・大石修二 助川裕季・中澤征樹 清水  謙・松井克彦 円崎直樹・曽根健介

県･東部郡市予選会 春日部硬式 A女性 西江美枝・宇佐美ゆみ 神戸幸代・田村邦子 谷利麻里子・細野美和 加藤久美・河口正美 板垣かおり・岡田明美

B 50 44 94 B男性 松林  繁・早坂一史 白石正治・玉谷明男 染谷正典・大宮  勲 栗原謙司・丸山秀幸 黒沼喜久二、田口信也

B女性 山崎明子・熊谷智恵 笠原やす江・堀内留利子 鈴木麻紀子・海老島美枝 坂井昌子・森実まゆ 山田麻里子・森和美

冬季シングルス大会兼 3月4日 日 FFTC 両 A 46 19 65 A男性 及川  克己 島村  武希 中澤  征樹 安部  健司 近田　浩之
県予選会    11日 日 ｱﾙﾄﾊﾞｲｴﾙﾝ A女性 堀内　聡乃 三田　美加 鈴木　みのり 関根　綾子 宇佐美　ゆみ

B 41 19 60 B男性 上原　浩 別當　翼 田口　伸也 山本　義徳 丸山　秀幸
B女性 高杉　美貴子 鈴木　登美子 君村　規子 山名　富美子 山崎　明子

合計延べ参加者数 1139 999 2138

               予備日の含め、雨のため中止

新藤規雄･玉谷明男、岩瀬真由美･土屋瑞恵、加藤栄子･佐藤恵子 ﾘｰｸﾞ戦

ブロック１位：川渕航平、石原千稔、沓名紗季、田波勇樹、名倉圭亮、田端優人、村上直樹、若尾颯馬、沓名真歩、茅谷佳祐、

各ブロック１位
宮里良道・吉田和美、仲野十和田・北濱富佐子、西前祥子・吉田麻子、田川秀美・立花新一
北濱信彦・吉田忠典、高岡久美子・鈴木幸子、島村武希・福田加奈子

５位 コンソレ優勝 備   考

ﾘｰｸﾞ戦後ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
男ダブ:塚本剛・多賀義郎、女ダブ:中村直子･湯沢鎮淑、混ダブ:北濱信彦・北濱富佐子 ﾘｰｸﾞ戦後男女混別ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

４位(県予選会）／
３位

参加者
種目 優勝 準優勝 ３位種目大会事業名 実施日 曜 主管・副主管

会
場



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２４年度事業報告

大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計

団体戦大会 4月22日 日 ダブルフォルト 両 Ａ 72 72 144 団体戦 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ(庄和) ガーベラ(FFTC) エルヴェ(ｴﾙｳﾞｪ) 武里ﾎﾜｲﾄﾀｲｶﾞｰ(武里) どんまいｸﾗﾌﾞ(硬式) イタリック体：

エルヴェ Ａ 近田、高岡、遠藤 豊田、越村、宮坂 右川、池田、猪股 彦野、浜田、清水 菊池、田口、黒沼 他クラブ

    Ｄ：熊田  靖雄 旭、苫米地 、岩本 堀内、 越村、宮坂 竹中、相馬、望月 澤入、谷利、細野 長瀬、曽我、黒沼

Ｂ 102 102 204 団体戦 ﾁｰﾑｱﾙﾊﾟｶ(ﾄｺﾛﾃﾝ) つぶあんﾏｰｶﾞﾘﾝ(ﾄｺﾛﾃﾝ) いろいろｸﾛｰﾊﾞｰ(ﾚｯｽﾞ) 和牛をねらえ(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) 中野ウィンズ(庄和) ｵﾍﾟﾗ座ｸｨｰﾝ(庄和) 中野・オペラ座

Ｂ 村山、斎藤、相馬 塚本、野口、片平 宮里、桑野、西澤 鈴木 、高橋、遠藤 森本、中間、谷山 根田、沢頭、染谷 両者ｺﾝｿﾚ優勝

高澤 、村山、吉田 秋山、阿部、野口 吉田、小西、高野 中村、小見、高橋 岩瀬、小野寺、増田 高岡、石塚、染谷

混合ダブルス大会 5月6日 日 パワフルズ 両 一般 57 57 114 一般 猪俣由之･竹中昭美 大山涼･横山紀子 山本雄史･西江美枝  石坂和彦･岡本華奈

    Ｄ：工藤    信   & 13日 日 Ｒｅ－ｂａｌｌ 計１００歳 31 31 62 ベテラン 彦野義明･澤入志津子 米地篤･佐藤恵子 菊川益敏･荻原亨美 新名清志･喜多初代  根田恵一･西前祥子

平日親睦ダブルス大会 5月17日 木 春日部硬式 男子 18 18 男子Ｄ 伊藤健一・別當翼 岸田洋司・仲野十和田

    Ｄ：加賀山  克己 レッズウェーブ 女子 60 60 女子Ｄ 谷利麻里子・関根綾子 内海喜代子・松岡ゆかり 山嵜雪子・彦野秀子 野村啓子・吉田みさ子

スポーツマックス 混合 9 9 18 混合Ｄ 室井亮・福田加奈子 中司琢也・森和美

春季シングルス大会兼 6月3日 日 武里TC 両 予選会 36 17 53 予選 男 綿貫　陽介 島村  武希 近田  浩之 中澤  征樹 三宅  徹志

県･東部郡市予選会 ＭＵＤＩＥ’Ｓ 予選 女 沓名  舞子 三田  美加 鈴木みのり 大場  朝子 石川  香織

非Ａ 16 12 28 非Ａ 男 室井    亮 清水    謙 別當    薫 荻野  浩杏

     Ｄ：和田   篤司 非Ａ 女 堀内  聡乃 秋山  陽子 小杉  和子 小坂  早苗

非Ｂ 53 24 77 非Ｂ 男 塚本  栄人 西沢  洋人 上原    浩 中川  道雄

非Ｂ 女 伊藤  智子 吉田  和美 須田  美紀 吉田    愛

夏季ダブルス大会兼 6月17日 日 ＴＣ庄和 両 予選会 58 44 102 予選 男 木元風哉･綿貫陽介 円崎直樹･木村康治 伊藤幸治･大石修二 長谷川幸太･宮坂広毅 相澤勝久･田口滋

県予選会     & 24日 日 ラケットでトコロテン 予選 女 橋口香織･岡本華奈 岡田明美･板垣かおり 西江美枝･宇佐美ゆみ 谷利麻里子･細野美和 岩本かおり･苫米地千絵子

非Ａ 22 26 48 非Ａ 男 島村武希･室井亮 近田浩之･遠藤和弘 瀬戸秀治･豊田浩輝

    Ｄ：大前    進 非Ａ 女 堀内聡乃･平野幸子 高野恵美子･吉田和美 高橋美和子･夏井美惠 村岡ゆかり･内海喜代子

非Ｂ 62 56 118 非Ｂ 男 須田祥悠･島谷一城 白石正治･上原浩 熊谷盛樹･矢作雄一 大場之博･木村昭憲

非Ｂ 女 長野正子･北濱富佐子 名倉富美子･早川ちづ 坂田利永･宮川直巳 土屋瑞江･竹内しのぶ

テニスフェスタ 7月29日 協会役員 春 市民 12 9 21 ちびっこ、小学生

ﾌｪｽﾀ 15 7 22 一般初心者・一般経験者

    Ｄ：米地   篤 プロ 23 22 45 プロ

ﾚｯｽﾝ ﾚｯｽﾝ

庄 親睦 31 32 63 親睦 Ｃチーム Ａチーム Ｈチーム Ｆチーム

団体戦 団体戦

小中学生大会 8月27日 火 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 23 9 32 小学生

    Ｄ：綿貫  弘次 中 8 4 12 中学生

平日オープンダブルス大会 9月12日 水 Ｆｒｏｍ  ４ 両 男子 16 16 男子Ｄ 多賀義郎・塚本剛 田川秀美・立花新一 大森博・矢作雄一

    Ｄ：堀川  弘行 月木会 女子 60 60 女子Ｄ 高橋美和子･夏井美恵 中川教子･長瀬芳江

混合 12 12 24 混合Ｄ 島村武希・福田加奈子 室井亮・室井真弓

県民総体・市民体育祭 10月2日 日 春日部硬式 両 一般 98 72 170 男子Ｄ 八木啓輔・田中春吉 田中一徹・加藤里樹 丸田重人・彦野義明 池田典義・村沢烈史

ダブルス大会兼 ルーヴ 女子Ｄ 鈴木みのり・新井あゆみ 粟屋順子・平野幸子 谷利麻里子・関根綾子 村田純子・甲斐知美

春日部市選手権大会 R．T．T． 50歳 34 28 62 男子Ｄ 染谷一敏・染谷伸幸 北濱信彦・河岡明義 小坂良二・金子昌己 阿部仁・相澤勝久

    Ｄ：沼崎  盛次 以上  女子Ｄ 黒沢文子・奥山洋子 喜多初代・遠藤矢余子 高野美代子・石田菊枝 笠原やす江・堀内留利子

スキルアップレッスン 10月20日 土 協会 春 ﾚｯｽﾝ 22 18 40 レッスン

小谷野静子・土田幸子/岡田明美・小林紀子 ５ブロック(6組)１位トーナメント

２ブロック(6組)１位トーナメント

  春日部市内の営業クラブによるレッスン

備   考

  ちびっこ(4歳～小2)、ジュニア(小3～小6）、さらに一般の初心者・経験者と対象としたレッスン

  新井麻葵プロによるプロレッスン

ブロック１位：佐藤圭都、相馬圭汰、相川響希、四方詩織、村上直樹、高橋一真、菅原怜大、杉本奏

１ブロック(8組)総当たり

ブロック１位：菊池孝太郎、沓名真歩、松本夏実

５位 コンソレ優勝種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位

参加者
実施日 曜 担当クラブ

会
場

種目



大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計
備   考５位 コンソレ優勝種目 優勝 準優勝 ３位

４位(県予選会）／
３位

参加者
実施日 曜 担当クラブ

会
場

種目

年齢別団体戦大会 11月11日 日 ルネサンス 両 ～245 33 33 66 ～245 ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ(FFTC) エルヴェ(ｴﾙｳﾞｪ) ジラフ(ﾄｺﾛﾃﾝ) イタリック体：

Ｄ＆Ｍ   未満 未満 白戸、越村、北村 猪股、右川、廣瀬 倉持、高橋、渡部 他クラブ

    D：神保  和宏 越村、伊藤、平野 望月、坂本、山崎 川上、谷口、時田

 246 36 36 72 246 ﾊﾟﾜﾌﾙだぜぃ(FFTC) コスモス(FFTC) MUDIE'S(MUDIE'S)

｜ ｜ 山本、堀内、渡邊 豊田、宮坂、田尾 島村、嘉松、瀧澤

274 274 西江、堀内、木村 宮坂、長塩、田浦 福田、片柳、室井

 275 33 33 66 275 庄和クラブ(庄和) 女の力(庄和)

｜ ｜ 森本、中間、谷山 染谷、澤頭、根田

308 308 中.川、岩倉、小坂 小林、西前、吉田

 309 33 33 66 309 ブルーベリー(ﾌﾞﾙｰ) ドデスカテン(庄和) 天高く肥ゆるﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

以上 以上 榮水、丸田、田川 白石、阿部、田口 塚本、湯川、多賀

計 135 135 270 古阪、黒河、松本 堀内、笠原、高橋 道広、杉俣、桐明

年末ダブルス大会 12月1日 土 武里TC 春 54 54 108 古川直隆･藤本ひかり 遠藤和弘･伊藤史子 米倉靖之･高橋梨絵 石井文男･石川香織 伊藤幸治･田浦弘美 ｺﾝｿﾚは下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

& 8日 土 TC庄和 庄 40 40 80 途中雨のため中断・中止

冬季ダブルス大会兼 2月3日 日 武里 両 予選会 40 30 70 予選 男 木村康治･豊田浩輝  関大輔・尾花彰一 松井克彦・円崎直樹 池田典義・村沢烈史 村上茂嗣・石坂和彦

県･東部郡市予選会 ブルーベリー 予選 女 西江美枝・宇佐美ゆみ 伊藤智子・諏合るり 黒沢文子・奥山洋子 小坂早苗・加藤晶子 岩倉佳美・中川教子

非Ａ 26 32 58 非Ａ 男 遠藤和弘・近田浩之 深谷優也・鈴木理 清水謙・岩本達也

非Ａ 女 堀内聡乃・平野幸子 鈴木みのり・新井あゆみ 河口正美・岡田歩美

非Ｂ 60 48 108 非Ｂ 男 西澤洋人・石塚征実 野口由雄・塚本栄人 栗原修一 ・真田一

非Ｂ 女 鮫島雅子・名倉冨美子 鈴木登美子・安部恵子 大久保久仁子・虎谷恵子 倉持純子・岩田美智子

冬季シングルス大会兼 3月3日 日 FFTC、木友会 両 予選会 32 10 42 予選 男 及川　克己 中澤　征樹 栗田　晃男 清　水　　謙 尾花　彰一

県予選会 ｱﾙﾄﾊﾞｲｴﾙﾝ 予選 女 原　菜月 三田　美加 橋口　香織 大場　朝子 鈴木　恵

非Ａ 15 24 39 非Ａ 男 近田　浩之 豊田　浩輝 小宮　聡一郎 越村　章

非Ａ 女 新井　あゆみ 鈴木　みのり 渡邉　和子 野村　恵美

非Ｂ 65 16 81 非Ｂ 男 金子　昌巳 塚本　栄人 西澤　洋人 石塚　柾実

非Ｂ 女 吉田　愛 中村　尋子 古澤　優子 高嶋　三恵子

合計延べ参加者数 1297 1172 2469



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２５年度事業報告

大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計

団体戦大会 4月28日 日 ダブルフォルト 両 Ａ 66 66 132 団体戦 池田屋(ｴﾙｳﾞｪ) 右川組(ｴﾙｳﾞｪ) 武里ﾎﾜｲﾄﾀｲｶﾞｰ 飛べないﾌﾞﾀはただのﾌﾞﾀ A –Cube(庄和) イタリック体：

エルヴェ Ａ 猪股、池田、三国 右川、山崎、赤松 彦野、渋谷、清水 尾花、遠藤、近田 円崎、工藤、斎藤 他クラブ所属

    Ｄ：熊田  靖雄 春日部硬式 亀谷、伊藤 、竹中 望月、山崎、岡田 谷利、関根、粟屋 岡田、平野、板垣 岡田、野口、 加藤 ﾌﾞﾀ:：(武里)

Ｂ 108 108 216 団体戦 ﾌｧﾆｰｳｨﾝｸﾞ(ﾚｯｽﾞ) ここ一番(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) ウッチーズ(ﾚｯｽﾞ) 春一番(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) トキノミクス(春硬)

Ｂ 大森、熊谷、中司 堀内、渡邊、糸井 小松、篠崎、長谷川 布川、高橋、大根田 根本、圓子、圓子

酒井 、佐々木、森 堀内、川渕、松岡 宮下、高木、内海 中村、小見、大根田 高野、河原、土岐

混合ダブルス大会 5月5日 日 パワフルズ 両 一般 62 62 124 一般 三国倫敬･石崎さとみ 石坂和彦･岡本華奈 近田浩之･河口正美 清水謙･越村美奈子 工藤秀樹･三田 美加

    Ｄ：工藤    信 フジ  計100歳 31 31 62 計100歳 庄村伸正･横山紀子 黒沼喜久二･黒沼幸子 彦野義明･澤入志津子 染谷一敏･小林照美 関根幸夫･竹内しのぶ

平日親睦ダブルス大会 5月16日 木 レッズウェーブ 男子 30 30 男子Ｄ 関根幸夫･上原 浩 布川孝二･塚本 剛 ブロック１位⇒ 福島 誠･渡辺和夫

    Ｄ：吉田  忠典 レックＴＣ 女子 58 58 女子Ｄ 高野恵美子･蓮見恵子 ブロック１位⇒ 岡野靖子･荻原亨美 吉田みさこ･小此木美恵子 中川美奈･石倉 雅子

スポーツマックス 混合 8 8 16 混合Ｄ 渡邉善仁･君村規子 鈴木哲也･木下真理

春季シングルス大会兼 6月2日 日 武里TC 両 予選会 35 16 51 予選 男 猪股  由之 尾花  彰一 安部  健司 稲村  一広 岡本  絢葵

県･東部郡市予選会 スマッシュ 予選 女 三田  美加 宇佐美ゆみ 谷利麻里子 関根  綾子 伊藤  智子

非Ａ 17 10 27 非Ａ 男 室井    亮 豊田  浩輝 平田  篤

    Ｄ：和田   篤司 非Ａ 女 鈴木みのり 堀内  聡乃 新井あゆみ

非Ｂ 66 21 87 非Ｂ 男 松林  裕樹 大根田  剛 上原    浩

非Ｂ 女 柴田  友紀 宮田恵理子 山名冨美子

夏季ダブルス大会兼 6月16日 日 ＴＣ庄和 両 予選会 46 34 80 予選 男  中島輝光･安部健司  作田佑貴･佐野大地  植木 優･相馬達夫  稲村一広･吉田友哉  小林啓太･藤井健太

県予選会     & 23日 日 ラケットでトコロテン 予選 女  鈴木 恵･岡本華奈  西江美枝･宇佐美ゆみ  中川教子･岩倉佳美  黒沢文子･奥山洋子  谷利麻里子･関根綾子

非Ａ 48 42 90 非Ａ 男  猪股由之･室井 亮  三宅徹志･藤原 仁  右川信司･赤松 創  鈴木健太･相楽有一

    Ｄ：大前    進 非Ａ 女  鈴木みのり･新井あゆみ  堀内聡乃･平野幸子  越村美奈子･粟屋淳子  板垣かおり･岡田  明美

非Ｂ 70 74 144 非Ｂ 男  西澤洋人･小松尚次  黒沼喜久二･田口伸也  早坂一史･高橋 勉  小坂良二･中間和彦

非Ｂ 女  中川美奈･石倉雅子  早川千津･川島清美 山田昌江･沙魚川彩子  堀内留利子･笠原やす江

テニスフェスタ 7月6日 土 協会役員 春 市民 14 23 37 ちびっこ、小学生

fun ﾌｪｽﾀ 10 10 20 一般初心者・経験者

    Ｄ：福島   誠 プロ 27 20 47 プロ

ﾚｯｽﾝ ﾚｯｽﾝ

庄 親睦 29 29 58 親睦 Ｇチーム Ｆチーム Ｄチーム Ａチーム

団体戦 団体戦

小中学生大会 8月26日 月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 21 11 32 小学生

    Ｄ：足立  拓也 中 15 1 16 中学生

平日オープンダブルス大会 9月11日 水 Ｆｒｏｍ  ４ 両 男子 30 30 男子Ｄ 伊東健一･菊池隆児 関根健･鈴木理 白井勉･加賀谷彰造

    Ｄ：堀川  弘行 月木会 女子 70 70 女子Ｄ 新井優子･宮下千明 谷利ゆり子谷利麻理子 川鍋恵美子･鈴木幸子 高見昌代･海老島美枝

混合 7 7 14 混合Ｄ 中司琢也･森和美 西垣慶人･諏合るり

県民総体・市民体育祭 10月6日 日 春日部硬式 両 一般 70 80 150 男子Ｄ 猪股由之･広瀬 優 清水 謙･岩本達也 瀬戸秀治･町田兆至 島谷一城･石井文男

ダブルス大会兼 ルーヴ 女子Ｄ 望月直美･亀谷 緑 日下部由美子･堀内聡乃 鈴木みのり･新井あゆみ 原 菜月･多田羅敦未

春日部市選手権大会 R．T．T． 50歳 26 24 50 男子Ｄ 彦野義明･竹野豊信 上原 博･北濱信彦 染谷一敏･鈴木 透 大森 博･小倉晴雄

    Ｄ：加賀山  克己 レッズウェーブ 以上  女子Ｄ 黒沢文子･奥山洋子 黒沼幸子･曽我智子 谷利ゆり子･澤入志津子 喜多初代･高橋　緑

スキルアップレッスン 10月26日 土 協会 春 ﾚｯｽﾝ 36 37 73 レッスン

    Ｄ：青山  公子 （参加予定者）
  春日部市内の営業クラブによるレッスンを予定したが、雨のため中止となった。

コンソレ優勝 備   考

  ちびっこ(4歳～小2)、ジュニア(小3～小6）、さらに一般の初心者・経験者と対象としたレッスン(中学生も参加)

  兼城悦子（旧姓：井上）プロによる経験者を対象としたプロレッスン

ブロック１位：小川知紗、大江力、川島凌太、相馬圭汰、小川優菜、森田裕奈、薗田和樹、相馬明人

ブロック１位：石川果奈、斉藤二朗、長田知明、花房政紀

５位種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位

参加者
実施日 曜 担当クラブ

会
場

種目



大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計
コンソレ優勝 備   考５位種目 優勝 準優勝 ３位

４位(県予選会）／
３位

参加者
実施日 曜 担当クラブ

会
場

種目

年齢別団体戦大会 11月3日 日 ルネサンス 両 176 66 66 132 176歳 右川屋(ｴﾙｳﾞｪ) ｷﾞﾆｭｳ特戦隊(ﾄｺﾛﾃﾝ) 本選選手と仲間たち(ﾄｺﾛﾃﾝ) イタリック体：

Ｄ＆Ｍ   ｜ ｜ 池田、廣瀬、猪股 豊田、渡邊、三国 斎藤、野村、鈴木 他クラブ

    D：宮本  教昭 ＭＡＸ 269 269歳 山崎、伊藤、坂本 板垣、岡田、三田 斉藤、野村 、相楽

 270 48 48 96 270歳 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞＡ きんもくせいFFTC) 庄和くらぶ(庄和)

｜ ｜ 工藤、阿部 、山本 大場、奥山、鈴木 森本、中間、谷山

339 339歳 西江、平野 、堀内 大場、新井、鈴木 平、吉田、岩倉

 340 18 18 36 340歳 武里ﾎﾜｲﾄﾀｲｶﾞ- ﾀﾞｰﾃｨｰｽﾞ(春硬)

｜ ｜ 柳、彦野、米地 西垣、石橋、田口

371 371歳 谷利、古阪 、澤入 諏合、大町、曽我

年末ダブルス大会 12月7日 土 ＹＯＵ 春 Ａ 43 43 86 Ａクラス 近田浩之･粟屋淳子 清水 謙･堀内聡乃 古川直隆･城野 茜 木村康治･新井あゆみ

    Ｄ：丸山  秀幸 土 TC庄和 Ｂ 27 27 54 Ｂクラス 森田伸康･名倉富美子 木村昭憲･斉藤京子 染谷一敏･津浪佳代子 小松尚次･中川美奈

冬季ダブルス大会兼 2月2日 日 武里 春 予選会 38 24 62 予選 男 清水  謙･北村宣喜 豊田浩輝･宮坂広毅 安部健司･尾花彰一 佐野大地･小林啓太 鈴木  理･深谷優也

県･東部郡市予選会 ブルーベリー 予選 女 谷利麻理子･関根綾子 岡田明美･細野美和 宇佐美ゆみ･西江美枝  奥山洋子･黒沢文子 高澤 愛･岩田美智子

非Ａ 32 30 62 非Ａ 男 (2ﾌﾞﾛｯｸで1位)⇒  中澤征樹･黒岩信太郎  猪股由之・室井 亮 非Ａ男･非Ｂ男

    Ｄ：彦野  義明 非Ａ 女  堀内聡乃･平野幸子  鈴木みのり新井あゆみ  神長啓子･伊藤史子 非Ｂ女 は

非Ｂ 48 64 112 非Ｂ 男 (2ﾌﾞﾛｯｸで1位)⇒  塚本栄人･野口　由雄  木村昭憲･奥山 進  森本明伸･岡本 博 ﾌﾞﾛｯｸ1位同士

非Ｂ 女 (2ﾌﾞﾛｯｸで1位)⇒  中川美奈･石倉雅子  石塚明美･田中和江  刈谷由紀子･柴田友紀  寺島理恵･越智智子 での勝者

冬季シングルス大会兼 3月2日 日 FFTC、木友会 春 予選会 31 6 37 予選 男 田中  春吉 及川  克己 尾花  彰一 中澤  政樹 安部  健司

県予選会 &3月9日 ｱﾙﾄﾊﾞｲｴﾙﾝ 予選 女 宇佐美美有紀 関根  綾子 伊藤  智子 宇佐美 ゆみ 谷利 麻理子

非Ａ 16 12 28 非Ａ 男 ブロック１位：室井亮、猪股由之 非予選会に

    Ｄ：岩阪  眞詩 非Ａ 女 ブロック１位：堀内聡乃、斉藤千歳、宮下千明 ついては、

非Ｂ 50 24 74 非Ｂ 男     ブロック１位：塚本栄人、原口聡、栗原謙治、森田倫広、高橋一博、長谷川典夫、丸山秀幸、新井俊行、森田伸康、 ブロック内で

非Ｂ 女 ブロック１位：山田昌江、川渕菜穂、石井美幸、相楽陽子 堀内元就 １位のみ記載

合計延べ参加者数 1289 1204 2493



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２６年度事業報告

大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計

① 団体戦大会 4月20日 日 ダブルフォルト 両 Ａ 72 72 144 団体戦 ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ(FFTC) 右川組(ｴﾙｳﾞｪ) ｷﾞﾆｭｰ特戦隊(ﾄｺﾛﾃﾝ) 阿武隈の光(YOU) イタリック体：

エルヴェ Ａ 近田、清水、北村 右川、赤松、廣瀬 豊田、渡邊、三國 石井、島谷、大山 他クラブ

    Ｄ：熊田  靖雄 春日部硬式 越村、堀内、日下部 望月、城野、坂本 粟屋、石崎、鈴木 横山、宮川、荒川

Ｂ 87 87 174 団体戦 レジスタンス(庄和) ｾﾝﾀｰｳｯﾃﾞｨ(ﾚｯｽﾞ) PM2.5(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) ｶﾞﾝﾊﾞﾚとろりん(ﾀﾞﾎﾞ)

Ｂ 佐藤、清水、宇賀 中司、日高、渡邉 遠藤、鈴木 、高橋 宮田、真田、渡辺

佐藤、清水、山崎 森、山本、君村 大根田、中村、小見 新井、井上、海老島

② 混合ダブルス大会 5月6日 日 パワフルズ 両 一般 63 63 126 一般 猪俣由之･竹中昭美 近田浩之･望月直美 室井 亮･城野 茜 清水 謙･福島笑子

    Ｄ：工藤    信 フジ  計100歳 32 32 64 計100歳 庄村伸正･横山紀子 彦野義明･澤入志津子 田口伸也･曽我智子 春日敏雄･小野寺文子

③ 平日親睦ダブルス大会 5月15日 木 レッズウェーブ 男子 28 28 男子Ｄ 日高　誠･日置太一 塚本　剛・本間　晋 黒田幸一･遠山孝義

    Ｄ：吉田  忠典 レックＴＣ 女子 64 64 女子Ｄ 彦野秀子･荒井美津子 山本美恵子･樋口たか子

混合 5 5 10 混合Ｄ 伊東健一･栗本章子 圷 秀和･倉橋玲子 中司琢也･森　和美

④ 春季シングルス大会兼 6月1日 日 武里TC 両 予選会 37 11 48 予選 男 中島輝光 後藤優裕 小林啓太 関　大輔 栗田晃男

県･東部郡市予選会 FFTC 予選 女 長妻珠季 関根綾子 宇佐美ゆみ 大場朝子 谷利麻理子

非Ａ 16 13 29 非Ａ 男 平田　篤 米倉靖行

    Ｄ：和田   篤司 非Ａ 女 堀内聡乃 新井あゆみ

非Ｂ 47 18 65 非Ｂ 男 村山征寛 坡平祐樹 森田伸康 倉持吉伸

非Ｂ 女 北濱富佐子 石倉雅子 神山陽子 戸枝よし江

⑤ 夏季ダブルス大会兼 6月15日 日 ＴＣ庄和 両 予選会 44 30 74 予選 男 中島輝光･安部健司 清水 謙･北村宣喜 豊田浩輝･宮坂広毅 木田恵介･早坂一史 大山 涼･白子邦明

県予選会 日 共栄大学 予選 女 秋葉 彩･伊藤智子 宇佐美ゆみ･西江美枝 関根綾子･谷利麻理子 村山由紀･高澤 愛 新井優子･井上由起

非Ａ 32 32 64 非Ａ 男 岩本達也･鈴木 理 齋藤新悟･三村将広 品田賢大･染谷淳一 長谷川幸太･藤原 仁

    Ｄ：大前    進 非Ａ 女  堀内聡乃･平野幸子 鈴木みのり･新井あゆみ 三田美加･細野美和 岩倉佳美･中川教子

非Ｂ 74 68 142 非Ｂ 男 原口 聡･高田祐二 関根裕太･宍戸十志光 高橋章雄･佐藤幸三 田野哲也･飯村 高

非Ｂ 女 坂田利永･倉橋玲子 谷川久美子･石川みゆき 中川由美子･中川美奈 新実昌美･牧 良子

⑥ テニスフェスタ 7月5日 土 協会役員 春 市民 7 7 14 ちびっこ、小学生

fun ﾌｪｽﾀ 13 11 24 一般初心者・経験者

    Ｄ：福島   誠 TC庄和 プロ 22 13 35 プロ

ﾚｯｽﾝ ﾚｯｽﾝ

庄 親睦 32 32 64 親睦 Ｂチーム Ｃチーム Ｈチーム Ｅチーム Ｇチーム

団体戦 団体戦

⑦ 小中学生大会 8月25日 月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 17 7 24 小学生

    Ｄ：綿貫  弘次 中 5 3 8 中学生

⑧ 平日オープンダブルス大会 9月10日 水 Ｆｒｏｍ  ４ 両 男子 30 30 男子Ｄ 日高　誠・中司琢也 棚町謙一・小松尚次 尾崎  徹・岡本絢葵

    Ｄ：荒井美津子 月木会 女子 52 52 女子Ｄ 工藤美香・岩倉佳美 高見昌代・椋野玲子 2位ﾄ：内海喜代子・宮下千明、3位ﾄ：川渕奈穂・北原佳子、4位ﾄ：榎本里美・谷口民子

混合 7 7 14 混合Ｄ 伊東賢一・諏合るり 市川和明・高野恵美子 石島祐輝・吉田和美

⑨ 県民総体・市民体育祭 10月13日 日 春日部硬式 両 一般 78 66 144 男子Ｄ 清水　謙・齋藤信吾 松井克彦・円崎直樹 吉川一輝・福迫弘晃 早坂一史・木田恵介

ダブルス大会兼 ルーヴ 女子Ｄ 鈴木みのり・新井あゆみ 三田美加・細野美和 堀内聡乃・平野幸子 板垣かおり・西江美枝

春日部市選手権大会 レッズウェーブ 50歳 28 22 50 男子Ｄ 田口滋・佐久間一也 柳　荘一・彦野義明 春日敏雄・郡嶋政司 今村隆文・相澤勝久

    Ｄ：加賀山  克己 以上  女子Ｄ 谷利ゆり子・澤入志津子 中川教子・岩倉佳美 佐藤恵子・諏合るり 柏原真澄・田浦弘美

実施日 曜
会
場

担当クラブ
参加者

種目

  ヨネックス川津プロらによる経験者を対象としたプロレッスン

  ちびっこ(4歳～小2)、ジュニア(小3～小6）、さらに一般の初心者・経験者と対象としたレッスン

ブロック１位：田端優人、沓名真歩

ブロック１位：川渕航平、沓名紗季、川島凌太、近藤日和、関口太陽、桑原勘太

備   考
４位(県予選会）／

３位
種目 ５位 コンソレ優勝優勝 準優勝 ３位

川渕奈穂･北原佳子/岡野靖子･荻原享美



大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計
実施日 曜

会
場

担当クラブ
参加者

種目 備   考
４位(県予選会）／

３位
種目 ５位 コンソレ優勝優勝 準優勝 ３位

⑩ スキルアップレッスン 10月25日 土 協会 春 ﾚｯｽﾝ 24 24 48 レッスン

    Ｄ：青山  公子

⑪ 年齢別団体戦大会 11月3日 日 ルネサンス 両 178 18 18 36 178歳 ウニ（ﾄｺﾛﾃﾝ） ﾏﾙｺ･ﾎﾟｰﾛ（春硬） イタリック体：

Ｄ＆Ｍ   ｜ ｜ 村山、小倉、松林 圓子、圓子、渡部 他クラブ

    D：宮本  教昭 ＭＡＸ 197 197歳 内海 、藤本、鈴木 宇佐美、目黒、神長

 200 36 36 72 200歳 ｷﾞﾆｭｰ特戦隊(ﾄｺﾛﾃﾝ) 右川組(ｴﾙｳﾞｪ)

｜ ｜ 豊田、三國、渡邊 猪股、池田、廣瀬

242 242歳 鈴木、高橋、粟屋 望月、坂本、粟屋

 249 27 27 54 249歳 6ﾚﾝｼﾞｬｰ(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) 必殺ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ(ﾚｯｽﾞ)

｜ ｜ 清水、遠藤 、山本 日高、日置、森

278 278歳 西江、平野 、堀内 山本、樋口、湯沢

280 36 36 72 280歳 サンライズ(庄和) never say never(F4)

 |  | 森本、谷山、永吉 小松、早坂、吉田

296 296歳 中川、岩倉、板垣 中川、越智、須貝

300 36 36 72 300歳 ｸｲｰﾝﾀﾞﾖｰﾝ(庄和) ｸｲｰﾝ蟻のままに(庄和)

| | 島村、今野、片柳 根田、染谷、岩本

371 371歳 喜多、石野、西前 浅利、津浪、小林

⑫ 年末ダブルス大会 12月6日 土 ＹＯＵ 春 ｵｰﾌﾟﾝ 36 36 72 ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ 北村宣喜･高澤愛 深谷優也･君村規子 齋藤新悟･古賀千恵 米倉靖行･夏井美恵

    Ｄ：丸山  秀幸 &13日 限定 12 12 24 限定クラス 田口伸也･曽我智子 柳沢篤･高木智子 森田倫広･松岡美佐子 丸山秀幸･大野悦子

    Ｄ：小坂  良二 12月6日 土 TC庄和 庄 親睦 40 40 80 親睦 Ｅチーム Ｃチーム Ｄチーム Ｆチーム Ｇチーム

団体戦 団体戦

⑬ 冬季ダブルス大会兼 2月1日 日 武里 春 予選会 54 24 78 予選 男 清水謙･中澤征樹 三宅徹志･藤原仁 豊田浩輝・宮坂広毅 中島輝光･安部健司 鈴木理･深谷優也

県･東部郡市予選会 ブルーベリー 予選 女 関根綾子･宇佐美美由紀 板垣かおり･岩倉佳美 加藤晶子･井上由紀 島村規子･大場美智子 秋葉彩･伊藤智子

非Ａ 26 38 64 非Ａ 男 米倉靖行･山田拓 田口滋･佐久間一也  木村敦･井上桂宏

    Ｄ：彦野  義明 非Ａ 女 鈴木みのり･新井あゆみ 三田美加･川崎 民江  堀内聡乃･平野幸子 夏井美恵･曽我智子

非Ｂ 56 54 110 非Ｂ 男

非Ｂ 女

⑭ 冬季シングルス大会兼 3月1日 日 FFTC、木友会 春 予選会 30 9 39 予選 男 中澤　征樹 中島　輝光 伊東　健一 鈴木　健太 糸井　大典

県予選会 &3月8日 ｱﾙﾄﾊﾞｲｴﾙﾝ 予選 女 多田羅　敦未 関根　綾子 高澤　愛 高橋　美和子 宇佐美　ゆみ

非Ａ 21 18 39 非Ａ 男 ブロック1位 ： 清水謙、山田拓、佐久間一也、太田友徳

    Ｄ：岩阪  眞詩 非Ａ 女 ブロック1位 ： 堀内聡乃、古賀千恵、山崎千恵子、宇佐美美有紀

非Ｂ 48 14 62 非Ｂ 男 ブロック1位 ： 斉藤貴士、中川道雄、松林裕樹、森田伸康、豊田裕光、丸山秀幸、関根猛、染谷淳一、藤田雅量、

非Ｂ 女 ブロック1位 ： 石井美幸、戸枝よし江、倉橋玲子 玉井雅一、中川寛

⑮ 初心者講習大会 9月6日～ 毎 協会 春 一般 9 6 15 レッスン

11月15日 土

合計延べ参加者数 1285 1143 2428

  9月6日(土)～11月15日(土)の間に７回の講習会

  春日部市内の営業クラブによるレッスン

(エントリー人数)
      （コートコンディション不良につき、中止）   



９．試合記録成績表   (1) 春日部市テニス協会 平成２７年度事業報告  （平成27年10月市民体育祭ダブルス大会まで）

大会事業名

Ｄ：ディレクター 男 女 計

① 団体戦大会 4月19日 日 ダブルフォルト 両 Ａ 75 75 150 団体戦 右川組(ｴﾙｳﾞｪ) ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ（ﾄｺﾛﾃﾝ） ｷﾞﾆｭｰ特選隊(ﾄｺﾛﾃﾝ) 池田屋(ｴﾙｳﾞｪ) イタリック体：

エルヴェ Ａ 右川、木原、猪股 北村、丸山、清水 豊田、渡邊、青木 池田、鈴木、中澤 他クラブ

    Ｄ：熊田  靖雄 春日部硬式 伊藤 、藤井、坂本 日下部、堀内 、越村 鈴木、高橋、亀谷 望月、城野、前

Ｂ 84 84 168 団体戦 パティオ(ﾄｺﾛﾃﾝ) ﾌﾟﾛｷｼﾝ(ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ) ﾁｰﾑHTS(ﾚｯｽﾞｳｪｰﾌﾞ) PINK SNOW(ﾚｯｽﾞ)

Ｂ 森田、松林、長谷川 堀内、渡邊、糸井 中司、倉上、鎌形 村田、西澤、宮里

蓜島、松岡、相楽 堀内、松岡、川渕 倉上、樋口 、山木 寺島、守屋、栗本

② 混合ダブルス大会 5月6日 火 パワフルズ 両 一般 61 61 122 一般 室井亮・望月直美 猪俣由之・竹中昭美 渡邊成児・関根綾子 清水謙・伊藤史子

    Ｄ：工藤    信 フジ  計100歳 28 28 56 計100歳 片柳公章・喜多初代 阿部田仁・藤田伸子 彦野義明・澤入志津子 庄村伸正・横山紀子

③ 平日親睦ダブルス大会 5月14日 木 レッズウェーブ 男子 30 30 男子Ｄ 1位勝抜き者：大川原隆・河合和彦／関根健・渡邉善仁／関根幸夫・玉谷明男

    Ｄ：吉田  忠典 レックＴＣ 女子 34 34 女子Ｄ 1位勝抜き者：堀本陽子・中村尋子／高橋美和子・山田みゆき／栗本章子・森和美／榎本里美・小林紀子

混合 6 6 12 混合Ｄ 1位勝抜き者：阿部田仁・藤田伸子

④ 春季シングルス大会兼 6月7日 日 武里TC 両 予選会 44 8 52 予選 男 村上 直樹 藤原　仁 若尾 颯馬 早坂 一史 中澤 征樹 伊東 健一

県･東部郡市予選会 トコロテン 予選 女 髙澤 愛 伊藤 智子 宇佐美ゆみ 関根 綾子 大場 朝子 木田 美希

非Ａ 23 9 32 非Ａ 男 釣部 高司 江口 寛隆 星野　聡 木村  敦

    Ｄ：彦野  義明 非Ａ 女 川村 美由起 湯田 美沙 鈴木  恵 倉持 純子

非Ｂ 38 9 47 非Ｂ 男 森田　伸康 小林　雄一 渡辺  浩崇 柳沢   篤

非Ｂ 女 名倉 富美子 坂井　昌子 佐藤  秀子 石井  美幸

⑤ 夏季ダブルス大会兼 6月21日 日 ＴＣ庄和 両 予選会 36 24 60 予選 男 清水謙･北村宣喜 谷山友彦・星善弘 瀬戸秀治･町田兆至 早坂一史･木田恵介 宮田大輔･関根健 吉川一輝･福迫弘晃

県予選会 FFTC、RTT 予選 女 井上真美･野村由華 板垣かおり･岩倉佳美 内藤周子･海老島美枝 谷利麻理子･細野美和 中川教子･平田由香 伊藤智子･秋葉彩

非Ａ 44 30 74 非Ａ 男 古川直隆・及川大輔 齋藤新悟・野村聡一郎 加藤稔・國玉聡 白子邦明・長谷川幸太

    Ｄ：大前    進 非Ａ 女 鈴木みのり・新井あゆみ 堀内聡乃・平野幸子 諏合るり・佐藤恵子 齋藤愛・野村恵美

非Ｂ 46 60 106 非Ｂ 男 倉上雄樹・鎌形裕介 篠崎智紀・長谷川典夫 岡田真人・渡邉善仁 新井俊行・渡辺文彦

非Ｂ 女 浅井京子・大高慈美 倉上かおる・飯村純子 佐藤秀子・中野みゆき 谷川久美子・石川みゆき

⑥ テニスフェスタ 7月4日 土 協会役員 春 市民 14 15 29 ちびっこ、小学生

fun ﾌｪｽﾀ 17 21 38 一般初心者・経験者

   協会役員で対応 TC庄和 庄 親睦 32 32 64 親睦 Ｃチーム Ａチーム Ｈチーム Ｆチーム Ｇチーム

団体戦 団体戦

⑦ 小中学生大会 8月25日 月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 春 小 21 11 32 小学生

Ｄ：中村亮太 中 13 3 16 中学生

⑧ 平日オープンダブルス大会 9月16日 水 Ｆｒｏｍ  ４ 両 男子 20 20 男子Ｄ 関根健・渡邉善仁 市川和明・川田一夫

    Ｄ：荒井美津子 月木会 女子 46 46 女子Ｄ 板垣かおり・岩倉佳美 栗本章子・森和美

混合 7 7 14 混合Ｄ 阿部田仁・藤田伸子 日高誠・飯田洋子

⑨ 県民総体・市民体育祭 10月4日 日 春日部硬式 両 一般 72 46 118 男子Ｄ 猪股由之・岩本達也 木村　敦・井上桂宏 清水　謙・北村宣喜　 早坂一史・木田恵介

ダブルス大会兼 ルーヴ 女子Ｄ 鈴木みのり・新井あゆみ 宇佐美美有紀・関根綾子 堀内聡乃・平野幸子 谷利麻理子・細野美和

春日部市選手権大会 レッズウェーブ 50歳 40 20 60 男子Ｄ 田口滋・佐久間一也 丸山秀幸・栗原謙司 春日敏雄・郡嶋政司 山本雄史・丸田重人

    Ｄ：加賀山  克己 以上  女子Ｄ 谷利ゆり子・澤入志津子 高野恵美子・大場美智子 高見昌代・間宮則子 加島由美子・新井優子

10月までのデータである

合計延べ参加者数 751 629 1380

参加者
実施日 曜 担当クラブ

会
場

種目 種目 優勝 準優勝 ３位
４位(県予選会）／

３位
ベスト６／コンソレ優勝 備   考

  ちびっこ(4歳～小2)、ジュニア(小3～小6）、さらに一般の初心者・経験者と対象としたレッスン

ブロック１位 ： 畑泰成、古屋遼真、佐藤逞真、増川日和、加藤士門、関口太陽、川島凌太、川島紗英

ブロック１位 ： 伊東諒馬、新井菜摘、新井翼、川渕航平

ベスト６



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成１８年度

【東部郡市大会】

男子ダブルス予選会 優勝　近藤　裕･松井克彦　（春季大会出場資格）
2位　　越村　章・豊田浩輝　(春季大会出場資格）

女子ダブルス予選会 4位　中島田紀代子･蓮見綾子　(秋季大会出場資格）

男子シングルス予選会 3位　岩本達也 （秋季大会出場資格）

平成１９年度

平成19年4月1日開催

ダブルス大会
竹内・高橋 男子  第2位
吉川・秋葉 男子  第3位
近藤・松井 男子  第4位

都市対抗団体戦   (データがないため、会報の報告を記す）

平成19年11月11日、東部郡市都市対抗戦が草加市運動公園テニスコートで開催され、当日は生憎
雨中の対戦となり、決勝に進出したが途中雨のため中断され、雨が上がるのを待ったが止む様子が
ないので、予備日への試合延期が宣告され、当市為石監督選手出協議の結果でデフォとし、やむなく
第２位で県大会出場とした。(デフォの理由は参加選手の都合が悪いため）



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２０年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成20年3月23日(日)   於：春日部市・北葛飾郡 平成20年11月9日(日)   於：草加市

男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 結果 ： 準優勝 (県予選会出場権を得る）
伊藤幸治 － 6-1 6-3 6（4）-7

大石修二
柳荘一 3-6
曽根健介
長谷川幸太 6-1 6-3 3-6
内田文起
熊田靖雄 0-6
池田力也

女子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 準決勝

富田十和子 － 4-6
石関春美
安藤弘美 － 1-6
岡崎愛
森洋子 － 6-0 6-2 3-6
中里あつ子
菊池啓子 6-1 6-1 6-4 4-6
高橋緑

平成20年7月13日(日)   於：八潮市

男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝
1 中澤征樹 － 6-1 6-4 6-1 6-3
2 三宅徹志 6-3 6-2 6-1 6-0 3-6
3 高垣和雄 2-6

女子シングルス １回戦 ２回戦 準決勝
1 谷利麻里子 2-6
2 石川香織 3-6
3 宇佐美美由紀 6-0 6-4 3-6

第26回郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

1
戦     績 対戦相手 スコア

草加市 ４－３

3
決     勝 越谷市 ２－４

2
２ 回 戦 吉川市 ５－２
準 決 勝

一般女子複 丸田 有花  ・  福島 笑子

3
一般男子単 芳賀 昭寛 

一般男子複 芳賀 昭寛  ・  元木 孝一郎

4
監督 為石    攻

4

1
ベテラン男子１部複 菱川 隆史  ・  浜田 藤夫
ベテラン女子複 澤入 志津子  ・  田川 邦子

2
ベテラン男子２部複 栄水 直樹  ・  丸田 重人
一般女子単 丸田 有花



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２１年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成21年3月22日(日)   於：春日部市・北葛飾郡 平成21年11月1日(日)   於：草加市

男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 準決勝 決勝 結果 ： 優勝 (県予選会出場権を得る）
松井克彦 － 7-5 6-2 4-6
近藤裕
芳口哲也 － 2-6
山野井浩志
中澤征樹 － 6-4 7-5 6-4 6-0 4-6
助川裕孝
竹内俊哉 － WO 為石    攻
高橋健志 丸田 有花  ・ 岡本 華奈
高橋一博 3-6 芳賀 昭寛  ・ 元木 孝一郎
山本雄史 菱川 隆史  ・ 丸田重人

女子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 準決勝 3位決定戦 澤入 志津子 ・ 田川 明子
大塚礼子 － 6-4 6-3 2-6 栄水 直樹 ・ 田口 滋 ・ 為石 攻
山嵜雪子 丸田 有花
西江美枝 － 3-6 芳賀 昭寛 
植木寿子
菊池啓子 － 6-0 6-0 6-0 1-6 2-6
高橋緑
池田紀子 6-4 6-3 4-6
小林照美
河口正美 － 6-4 6-4 6-2 4-6 6－2
佐藤律子

平成21年7月12日(日)   於：八潮市

男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝
1 豊田浩輝 － 6-2 6-1 3-6
2 綿貫陽介 － 0-6
3 金子昌己 － WO
4 米地篤 － 3-6
5 横塚純平 － 2-6
6 松井克彦 4-6

女子シングルス １回戦 ２回戦 準決勝
1 安藤弘美 4-6
2 河口正美 6-3 6-3 6-3 1-6
3 佐藤律子 WO 0-6
4 石川香織 6-2 3-6
5 宇佐美美有紀 － 6-1 6-1 6-1 6-4
6 神田彩華 1-6

第１回埼玉県東部郡市ベテラン大会結果

データなし

第２７回郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

1
戦     績 対戦相手 スコア

草加市 ４－２

3
決     勝 越谷市 ４－２

2
２ 回 戦 吉川市 ７－０
準 決 勝

4
監督
一般女子複

5
一般男子複
ベテラン男子１部複

3

4

5

ベテラン女子複

1
ベテラン男子２部複

一般女子単

2
一般男子単



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２２年度

平成22年3月21日(日)   於：幸手市 第２８回郡市対抗団体戦

男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 平成22年11月7日(日)および14日(日）   於：越谷市
石井  文男 － ７５ ７６(2) １６ ６３ ６３
内田  文紀 ５位 結果 ： 準優勝 (県予選会出場権を得る）
尾崎  研吾 １６
藤山  浩志
米地     篤 － WO ３６
金子  昌己
芳口  哲也 ６１ ０６ 為石    攻
鈴木  龍二 丸田有花　岡本華奈
小川  真治 － ２６ 芳賀昭寛　元木孝一郎
小林  万久 菱川隆史　丸田重人
森本  明伸 ４６ 田川明子　澤入志津子
岡本     博 栄水直樹　田口　滋

女子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 丸田有花
石関  春美 ２６ 芳賀昭寛
田浦  弘美
石川  香織 ６１ ６３ ２６ ７６ ６２
佐藤  律子 ５位
板垣  かおり １６
桐明  静香
大場 美智子 １６
長峰  桂美

平成22年7月11日(日)   於：久喜市

男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝 5-8位決定戦

1 中澤  征樹 － ６４ ５７
2 平井  貴之 － ６２ WO ４６ ６(5)７
3 糸井  大典 － WO ０６
4 飯田  周平 － ６２ ４６
5 尾崎  研吾 － １６
6 小山田  真 － ５７

女子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝 3位決定戦

1 小坂  早苗 － ６４ ６(2)７ ３位
2 板垣  かおり ６０ WO ７６(2) ２６ ７５
3 渡辺  祐子 ６１ ６４ ６２ ７５ ６２ 優勝
4 濱野 江利子 １６
5 青木 真由美 ７６ ３６

第２回埼玉県東部郡市ベテラン大会結果

平成22年8月2日(月)    於：白岡町民テニスコート

女子 （45歳以上） 7組参加
試合形式 ： 4チームリーグ戦後順位トーナメント 

戦績 順位 順位
G ３－０ 1位 1位トｰ
A ３－０ 1位 1位トｰ
Ｄ ３－０ 1位 1位トｰ

斜体：他協会メンバー

平成22年8月21日(土)    於：白岡町民テニスコート

男子Ⅰ部（50歳以上） 6組参加
試合形式 ： 4～5チームリーグ戦後順位トーナメント 
                 5チームについては変則ﾘｰｸﾞ戦

戦績 順位 順位
Ｃ ３－０ 1位 1位トｰ
Ｂ ３－０ 1位 1位トｰ
Ｄ ３－０ 1位 1位トｰ

男子Ⅱ部（60歳以上） 2組参加
試合形式 ： 5チームリーグ戦

戦績 順位

２－２ 2位

準 決 勝 ４－３ 草加市

５～８位決定戦

2
２ 回 戦

3
決     勝

５－２

２－５ 越谷市

1

戦     績 スコア 対戦相手
北葛飾郡

監督

5
ベテラン男子１部複

4
一般女子複
一般男子複

6
ベテラン男子２部複
一般女子単

4

５～８位決定戦
一般男子単

1

2

3

ベテラン女子複

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ 決勝トーナメント

結果

韮沢  ・ 田川明子 2位
柴田  ・ 奥山洋子 ベスト４

橋戸  ・ 喜多初代 1位

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ 決勝トーナメント

結果

粕谷資農夫・相沢恒夫

鈴木  透 ・ 染谷一敏 初戦敗退

氏    名

相澤勝久 ・ 田口  滋 1位
根田恵一 ・ 戸辺秀岳 初戦敗退



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２３年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成23年3月20日(日)  予備日3月27日(日)  於：幸手市 平成23年11月6日(日)   於：越谷市

ダブルス大会は東日本大震災のため、中止 結果 ： 優勝 (県予選会出場権を得る）

平成23年7月10日(日)   於：久喜市 為石    攻
丸田有花、岡本華奈

男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝 芳賀昭寛、神保和宏
1 三宅  徹也 - ６２ ４６ 菱川隆史、片柳公章
2 豊田  浩輝 ６４ ６３ ４６ 田川明子、澤入志津子
3 中川  幸次 No Show 榮水直樹、丸田重人
4 近田  浩之 ６０ ７６(2) ４６ 丸田有花
5 重本  信哉 No Show 及川克己
6

女子シングルス １回戦 ２回戦 準決勝 決勝
1 関根  綾子 ３６
2 小坂  早苗 ３６
3 堀内  聡乃 ６０ ６０ ６２ ６０ 優勝
4 小野寺順子 ０６
5

平成23年度  埼玉県東部郡市ベテラン大会

平成23年4月4日(月)  予備日4月11日(月)   
於：白岡町民テニスコート

東日本大震災のため、中止

平成23年4月16日(土)  予備日 4月23日(土)    
於：白岡町民テニスコート

東日本大震災のため、中止

第２９回郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
２ 回 戦 ６－１ 八潮市
準 決 勝 ４－０ 南埼玉郡
決     勝 ４－３ 越谷市

一般女子単
一般男子単

監督
一般女子複
一般男子複
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会
平成２４年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成24年3月18日(日)    於：幸手市 平成24年11月4日(日)   於：草加市
男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝

藤波  達郎 ７５ ６１ ６２ ６１ ３６ 結果 ： 優勝 (県予選会出場権を得る）
谷口  敬輔 準優勝
吉川  一輝 ３６
福迫  弘晃
春日  敏雄 WO負
小坂  良二 為石    攻
白子  邦明 － ６４ ７５ ６(2)７ ３位決定戦 丸田有花、岡本華奈
木田  恵介 ２６ 芳賀昭寛、神保和宏
長谷川幸太 ６２ ６４ ５７ 菱川隆史、片柳公章
宮坂  広毅 ６３ 負 田川明子、福島笑子
布川  孝二 ２６ 榮水直樹、丸田重人、為石攻
遠藤  高夫 丸田有花

女子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 及川克己
石塚  明美 ６２ ６２ ６(3)７
田中  和江 ６２ １６
大場  朝子 １６
松本  雅子
湯澤  鎮淑 ６１ １６
横山  紀子
岩瀬 真由美 ６２ ３６
小野寺 文子
西前  祥子 １６
吉田  麻子
菊池  啓子 WO負
高橋    緑
小杉  和子 ６４ ４６
齋藤  千尋
黒沢  文子 － ３６
奥山  洋子

平成24年7月8日(日)   於：久喜市
男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝

1 関    大輔 ６３ ６１ １６ ５～８位決定戦 ６２ ６０
2 植木    優 ６３ ７６(10) ６２ ３６ ３位決定戦 ０６
3 片柳  公章 ０６
4 藤田  雅量 １６
5 吉川  一輝 WO負

女子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝
1 谷利 麻里子 － ６２ ６２ ３６
2 関根  綾子 － ６３ ４６
3 宇佐美 ゆみ ６０ ６２ ７５ ５７
4 福田 加奈子 ７５ ０６
5 濱野 江利子 － ３６

第３回埼玉県東部郡市ベテラン大会結果
１位トーナメントのみ記載

平成24年4月2日(月)    於：白岡町民テニスコート

女子 （45歳以上） 8組参加
試合形式 ： 4チームリーグ戦後順位トーナメント 

決勝トーナメント

戦績 順位 順位 結果
A ３－０ 1位 1位トｰ １回戦敗退

女子 （55歳以上） 4組参加
試合形式 ： 4チームリーグ戦

戦績 順位
A ２－１ ２位

斜体は他の郡市選手

平成24年4月21日(土)    於：白岡町民テニスコート

男子Ⅰ部（50歳以上） 13組参加
試合形式 ： 3～4チームリーグ戦後順位トーナメント 、4チームについては変則ﾘｰｸﾞ戦

戦績 順位 順位 結果
Ｂ ２－０ 1位 1位トｰ 1位
Ｃ ２－０ 1位 1位トｰ 初戦敗退
Ｄ ２－０ 1位 1位トｰ 初戦敗退

男子Ⅱ部（60歳以上） 14組参加
試合形式 ： 3～4チームリーグ戦後順位トーナメント、4チームについては変則ﾘｰｸﾞ戦

決勝トーナメント

戦績 順位 順位 結果
Ｂ ２－０ 1位 1位トｰ 初戦敗退
Ｃ ２－０ 1位 1位トｰ 初戦敗退

第30回郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

1
戦     績 スコア 対戦相手

４－１ 北葛飾郡

3
決     勝 ４－２ 越谷市

監督

2
２ 回 戦 ６－１ 幸手市
準 決 勝

4
一般女子複
一般男子複

5
５～８位決定戦 ベテラン男子１部複

ベテラン女子複
ベテラン男子２部複
一般女子単
一般男子単

1
５～８位決定戦

5

2

3

4

6

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ

8

6

7

決勝トーナメント

谷利ゆり子･韮澤寿美子

桐明静香・長谷川結花

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
リーグ

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ

根田恵一･戸辺秀岳
関根幸夫･吉野英三

牛島修二･染谷伸幸
椛田誠一郎・今村隆文
鈴木  透 ・ 染谷一敏



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２５年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成25年3月17日(日)    於：吉川市 平成25年11月3日(日)   於：草加市
男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝

木田  恵介 － ６０ ６(3)７ 結果 ： 優勝 (県予選会出場権を得る）
白子  邦明 ２６ ３６
長谷川幸太 － ６３ ５７
宮坂  広毅 １６ ６３
大石  修二 ６４ ６２ ７５ ４６ 3位決定戦

伊藤  幸治 W.O負 為石    攻
藤田  雅量 ２６ 丸田有花、岡本華奈
糸井  大典 芳賀昭寛、及川克己
尾崎  研吾 W.O負 菱川隆史、中澤征樹
藤山  浩志 田川明子、福島笑子
片柳  公章 １６ 榮水直樹、丸田重人、為石攻
片柳  出海 丸田有花

女子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 及川克己
板垣かおり ６２ ６４ ６２ ２６ 3位決定戦

岡田  明美 W.O
井上  由起 ４６
若尾真理子
黒沼  幸子 ３６
荻原  享美
長瀬  芳江 W.O負
川原  知恵
田浦  弘美 ３６
柏原ますみ
島村  規子 W.O負
大場美智子
松沢  英子 ２６
中村  寿子

平成25年7月7日(日)   於：越谷市
男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝

1 佐々木久人 ６２ ６３ ２６ 5･6位決定戦 ６１ W.O負
2 糸井  大典 W.O ２６
3 中澤  征樹 ６２ ６１ ６４ ７６(2) ３６
4 中島  輝光 ６２ ６１ １６ 5･6位決定戦 ６(3)７

女子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝
1 堀内  宏恵 ０６
2 濱野江利子 W.O ７６(4) ０６ 5･6位決定戦 ６０
3 古澤  優子 ０６
4 大場  朝子 － ６４ ６２ １６ 3位決定戦 W.O負
5 小野寺順子 － １６

平成25年度埼玉県東部郡市ベテラン大会結果

平成25年4月1日(月)    於：白岡市民テニスコート

女子Ⅰ部 （45歳以上） 6組参加
試合形式 ： 6チームリーグ

戦績 順位 順位 結果
③ ０勝５敗 ６位

女子Ⅱ部 （55歳以上） 3組参加
春日部市からの出場者なし

平成25年4月20日(土)    於：白岡市民テニスコート
(        ）は他の郡市協会所属

男子Ⅰ部（50歳以上） 10組参加
試合形式 ： 5チームリーグ戦後、１位トーナメント 

戦績 順位 順位 結果
A ３勝１敗 １位 １位 W.O
A １勝３敗 ４位
A ０勝４敗 ５位
B ２勝２敗 ３位
B ３勝１敗 ２位

男子Ⅱ部（60歳以上） 9組参加
試合形式 ： 4～5チームリーグ戦後、１位トーナメント 

戦績 順位 順位 結果
A ３勝１敗 ２位
A ０勝４敗 ５位
A １勝３敗 ４位
B ０勝３敗 ４位
B ２勝１敗 ２位布川孝二･遠藤高夫

予選リーグ 決勝トーナメント

四家喜一･(大山英夫)
大前 進･吉野英三
多賀義郎･塚本 剛

橋本真吾･首藤七郎

今村隆文･椛田誠一郎
大河原隆･河合和彦
岡本  博･森本明伸
春日敏雄･郡島政司

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名

彦野義明･(茶木明彦)

氏   名
予選リーグ 決勝トーナメント

沙魚川彩子･大久保クニ子

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ 決勝トーナメント

6
ベテラン男子２部複
一般女子単

6

7

5

一般男子単

1

2

3

4

４勝１敗 越谷市
監督

5
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複

4
一般女子複
一般男子複

2
５～８位決定戦 ２ 回 戦

3
決     勝

４勝３敗 草加市
準 決 勝 ４勝１敗 北葛飾郡

第３１回東部郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

1
５～８位決定戦

戦     績 スコア 対戦相手



９．試合記録成績表  (2) 東部郡市テニス協議会

平成２６年度

協会推薦者の東部郡市大会の戦績

平成26年3月16日(日)    於：吉川市 平成26年11月2日(日)   於：草加市
男子ダブルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝

大石  修二 － ６４ 勝利 ４６ 3位決定戦 結果 ： 準優勝 (県予選会出場権を得る）
伊藤  幸治 ６３
吉田  友哉 － ６３ １６
大木  修斗 ６３ ７６(8)
渋谷  知暁 － ５７
渡辺  浩崇 為石    攻
米丸  一樹 ４６ 丸田有花、岡本華奈
熊田  靖雄 芳賀昭寛、及川克己
長谷川幸太 NoShow 中澤征樹、片柳公章
白子  邦明 福島笑子、堀内聡乃
村上  政幸 １６ 榮水直樹、丸田重人、菱川隆史
永吉  申作」 丸田有花

女子ダブルス １回戦 ２回戦 準決勝 決勝 及川克己
井上  由紀 ６２ ６３ ６３ ６０ 優勝
加藤  晶子
小坂  早苗 ６２ ６４ ６４ ０６
秋葉  彩
田浦  弘美 ４６
中村  壽子
福寿  咲織 ２６
瀬崎  京子

平成26年7月13日(日)   於：越谷市
男子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 準決勝 決勝

1 中澤  征樹 － ６１ ６０ ６１ ３６ 準優勝
2 糸井  大典 ６４ ２６

女子シングルス １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
1 森田  和子 ０６
2 小野寺順子 Ｗ．Ｏ ０６ ５‐６決 ２６
3 高橋美和子 ６２ ６１ ６３ ５７ 準優勝
4 北川佑加子 ６０ ６４ ３６ ３決 １６

平成26年度埼玉県東部郡市ベテラン大会結果

平成26年7月7日(月)    於：白岡市民テニスコート

女子Ⅰ部 （45歳以上） 6組参加 (        ）は他の郡市協会所属
試合形式 ： 4～5チームリーグ戦後、順位別トーナメント

戦績 順位 順位 1回戦 決勝/2回戦 決勝
Ａ ２勝２敗 ３位 3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ２６
Ａ ０勝４敗 ５位 4･5位ト - ？
Ｂ ３勝１敗 １位 1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ５６
Ｂ ２勝２敗 ４位 4･5位ト - ６４ ６４ １位
Ｃ １勝２敗 ３位 3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ - ６５
Ｃ ０勝３敗 ４位 4･5位ト ６４ ？

女子Ⅱ部 （55歳以上） 3組参加
試合形式 ： 5チームリーグ

戦績 順位
４勝０敗 １位
３勝１敗 ２位
１勝３敗 ４位

平成26年7月12日(土)    於：白岡市民テニスコート

男子Ⅰ部（50歳以上） ８組参加 (        ）は他の郡市協会所属
試合形式 ： 4チームリーグ戦後、１位・２位決勝リーグ戦

戦績 順位 リーグ 順位 結果
A ３勝０敗 １位 １位ﾘｰｸﾞ ２勝０敗 １位
A ２勝１敗 ２位 ２位ﾘｰｸﾞ １勝１敗 ２位
A １勝２敗 ３位
B ３勝０敗 １位 １位ﾘｰｸﾞ １勝１敗 ２位
B ２勝１敗 ２位 ２位ﾘｰｸﾞ ０勝２敗
B １勝２敗 ３位
Ｃ ２勝１敗 ２位 ２位ﾘｰｸﾞ ２勝１敗 １位
Ｃ ０勝３敗 ４位

男子Ⅱ部（60歳以上） 6組参加
試合形式 ： 4～5チームリーグ戦後、１位・２位決勝リーグ戦

戦績 順位 リーグ 順位 結果
A ２勝２敗 ３位
A ０勝４敗 ５位
B １勝３敗 ４位
B １勝３敗 ５位
Ｃ ３称０敗 １位 １位ﾘｰｸﾞ ０勝２敗 ３位
Ｃ ２勝１敗 ２位

四家喜一・陶山晃
布川孝二・林憲次

橋本真吾・遠山孝義
塚本剛・多賀義郎

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名

白井勉・加賀谷彰三
谷利亨・中橋俊博

春日敏雄・郡嶋政司

決勝リーグ

彦野義明･(茶木明彦)

予選リーグ 決勝リーグ

森本明伸・岡本博
栗原修一・真田一
田口滋・丸田重人

高橋正仁・田川秀美
佐藤幸三・須藤清美
今村隆文・相澤勝久

予選リーグ 決勝トーナメント

池田由美・森泉薫

喜友名孝子・荻原亨美

ﾌﾞﾛｯｸ 氏   名
予選リーグ

新井優子・井上由紀

氏   名
決勝リーグ

横山紀子・喜多初代
道広節子・杉俣久美子

榎本里美・谷口民子
長瀬芳江・土岐由美子
川原和恵・(高橋和子)
鈴木実賀・（山田昌子）

2

3

4

ブロック 氏   名

6
ベテラン男子２部複
一般女子単
一般男子単

1

4
一般女子複
一般男子複

5
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複

準 決 勝 ４勝１敗 草加市

3
決     勝 ３勝４敗 越谷市

監督

2
５～８位決定戦 ２ 回 戦 ４勝３敗 八潮市

第３２回東部郡市対抗団体戦(兼埼玉県都市対抗戦予選会）

1
戦     績 スコア 対戦相手



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成１８年度

（1）  一般の部

春季大会（平成18年5月～6月) 秋季大会（平成18年9月～10月)

出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

綿貫裕介 ２－０ ２－０ W.O 綿貫裕介 ２－０ ２－０ W.O ２－０ ０－２
女子シングルス本戦 男子ダブルス本戦

伊藤史子 ０－２ 清水　謙 ０２
女子ダブルス本戦 岩本達也

久保洵子 ２－０ ２－０ ０－２ 片柳公章 ０２
堀内聡乃 白戸三四郎
米山有夏 女子シングルス本戦
（       ） 伊藤史子 ０－２

蛭間清里 堀内聡乃 ０－２
（       ） 女子ダブルス本戦

男子シングルス予選 喜多初代 ０－２
市1位 野畑裕一 ６３ １６ 伊藤史子
市2位 清水　謙 7５ ３６ 男子シングルス予選
市3位 野口晋平 ６２ １６ 岩本達也 W.O ６０ ０６
男子ダブルス予選 綿貫敬介 ６４ ３６

清水　謙 ４６ 清水　謙 ７６ １６
遠藤和弘 伊藤幸治 ２６

市1位 片柳公章 ２６ 男子ダブルス予選
白戸三四郎 市1位 清水　謙 ７５ ６４ ６０ ５７ ﾌﾞﾛｯｸ2位

市2位 秋葉　泰 W.O １６ 岩本達也
吉川一輝 市2位 綿貫敬介 ２６

市3位 島村武希 － １６ 矢野雄磨
元木孝一郎 市3位 片柳公章 ６１ ６０ ３６ ﾌﾞﾛｯｸ2位

東 近藤　裕 １６ 白戸三四郎
松井克彦 女子シングルス予選

東 越村  章 W.O ４６ 千葉裕美子 ２６
豊田浩輝 伊藤史子 － ６０ ６１ ６１ 本戦へ

女子シングルス予選 堀内聡乃 ６０ ７５ ６０ 本戦へ
伊藤史子 ６２ ６０ ７６ 本戦へ 市1位 森　由美 ４６
蛭間清里 ６０ ６４ ３６ 市2位 今村美穂 ６１ ７５ ２６
森　由美 ６３ ６７ 市3位 磐長谷博子 ６４ ６４ ２６
米山有夏 W.O １６ 女子ダブルス予選

市1位 岡本華奈 W.O 森　洋子 ２６
市2位 三浦有子 ３６ 中里あつ子
市3位 堀内聡乃 ６２ ６４ １６ 木村美穂 ６４ ２６
女子ダブルス予選 植木寿子

久保洵子 － ６３ ６３ ６３ 本戦へ 喜多初代 － ６３ ６２ ６０ 本戦へ
堀内聡乃 伊藤史子
植木寿子 ７５ ０６ 中島田紀代子 ６０ ３６
木村美穂 蓮見綾子
喜多初代 － ６０ ３６ 市1位 森　由美 ３６
伊藤史子 山野真紀
古澤光枝 ７５ ２６ 市2位 宇佐美ゆみ ７６ ０６

千葉裕美子 三浦有子
市1位 山嵜雪子 ２６ 市3位 西江美枝 ４６

大塚礼子 杉俣久美子
市2位 安藤弘美 ０６ 米山有夏

岡崎　愛 （       ）
市3位 菊池啓子 W.O １６ 澤入志津子

西山由紀子 （       ）
嶋田幸枝 福島笑子
（       ） （       ）
森　由美
（       ）

（3）  団体戦
（注） 他市の選手との出場者は、スコアの記録がないため

名前の表記のみとする。
平成19年1月

結果 ： ３位

（2）  ベテランの部

データなし 為石    攻
谷利ゆり子
芳賀昭寛、桑原欽一
安井 茜、亀谷 緑、中島千穂
菱川隆史、浜田藤夫、彦野義明
田川明子、澤入志津子、谷利ゆり子
榮水直樹、森山静昭、為石攻ベテラン男子２

マネージャー
監督

一般男子
一般女子
ベテラン男子１
ベテラン女子

２ 回 戦 ４－２ 狭山市
３ 回 戦

３位決定戦
１－４
４－３

川越市
新座市

第２１回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
１ 回 戦 ４－３ 上尾市



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成１９年度

（1）  一般の部

春季大会（平成19年5月～6月) 秋季大会（平成19年9月～10月)

出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦

女子シングルス本戦 女子シングルス本戦
丸田有花 ６１，６１ ６０，６２ ６０、６０ ６０、６０ ６０，６４

女子ダブルス本戦 優勝

女子ダブルス本戦
男子シングルス予選 堀内聡乃 ３６，３６

越村美奈子
市1位 野口晋平 W.O W.O ０６
市2位 清水  謙 W.O ３６
市3位 中澤征樹 ７６(3) ６１ ２６ 男子シングルス予選

市1位 越村  章 ３６
男子ダブルス予選 市2位 清水  謙 W.O ７５ ５７

市3位 川瀬史義 ６３ １６

市1位 島村武希 ６２ ６１ ６４ ６(3)７
元木孝一郎 男子ダブルス予選

市2位 大石修二 １６
伊藤孝治

市3位 越村   章 ６３ ３６ 市1位 山口範文 ４６
豊田浩輝 小山田真

市2位 川瀬史義 － ６３ ６３ ４６
圓崎直樹

市3位 髙橋一博 － ４６
山本雄史

女子シングルス予選

市1位 宇佐美ゆみ W.O ０６
市2位 神長啓子 ２６
市3位 磐長谷博子 ６３ １６ 女子シングルス予選

市1位 丸田有花 ６０ ６１ ６１
女子ダブルス予選 市2位 森  由美 ６１ ６２ ４６

市3位 宇佐美ゆみ ２６

市1位 三浦有子 ３６
宇佐美ゆみ 女子ダブルス予選

市2位 磐長谷博子 ２６
髙橋  緑

市3位 植木寿子 ７５ １６ 市1位 千葉光枝 ２６
西村美枝 古澤祐美子

市2位 堀内聡乃 － ６０ ６１ ４６
越村美奈子

市3位 森  洋子 ６３ ６(4)７
中里あつ子

(注） 市大会で推薦を受けた選手のみ記載した。
直接エントリー選手のデータなく、記載出来ていない。

（2）  ベテランの部

データなし

（3）  団体戦  （データがないため、会報の内容を記す）

平成20年1月12日  埼玉県都市代行団体戦が熊谷市運動公園テニスコート18面（その他野球・サッカー・トラック等の総合運動場）で
小雨が降る中試合が開始され、試合が進行する中雨がきびしくなり、ボールは濡れて重くなり有利な試合も悪条件に災いされ、奮闘
むなしく東松山市に３－４で初回惜敗となった。
個々の試合も紙一重出どちらに転んでもおかしく無い試合ばかりで、残念であった。



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２０年度

  （１）  一般の部
春季大会（平成20年5月～6月) 秋季大会（平成20年9月～10月)
資格 氏名 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 資格 氏名 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

綿貫 祐介 6-1,6-3 6-1,6-1 6-0,6-0 6-0,6-0 W.O. 優勝 中澤 征樹 6-2,6-3 2-6,3-6
綿貫 敬介 6-1,6-4 0‐2RET

男子ダブルス本戦
男子ダブルス本戦 清水   謙 2-6,6(3)-7

綿貫 祐介 6-2,6-1 6-1,6-1 W.O. 岩本 達也
綿貫 敬介 女子シングルス本戦

女子シングルス本戦 堀内 聡乃 0-6,2-6
森   由美 3-6,3-6

女子ダブルス本戦
女子ダブルス本戦 鈴木みのり 5-7,3-6

森   由美 5-7,1-6 小桐あゆみ
(有光    香） 伊藤 史子 6-1,6-1 6-1,6-2 6(3)-7,5-7

米山 有夏 6(0)-7,3-6 (山田  聡子）
(藤井 澄佳） 福島 笑子 6-2,3-6,
鈴木みのり 6‐4,6‐2 3-6,1-6 千葉由美子 4-6
小桐あゆみ 越村美奈子 3-6,2-6

男子シングルス予選 予選決勝 堀内 聡乃

綿貫 敬介 － 6-1 6-2 6-0 男子シングルス予選 予選決勝
越村   章 0-6 中澤 征樹 － W.O. 6-4 6-3
三宅 徹志 － W.O. 4-6 川瀬 史義 － 6-2 6-4 0-6
丸田 真生 W.O. 三宅 徹志 6-4 6-4 2-6
川瀬 史義 6-1 6-1 6-3 4-6 １位 金子 涼介 － 2-6
高垣 和雄 2‐6 ２位 清水   謙 － W.O. 4-6

１位 金子涼介 W.O. ３位 豊田 浩輝 W.O.
２位 清水   謙 4-6 ４位 西村栄一朗 6-4 7-5 6-1 3‐6
３位 豊田浩輝 4-6 ５位 竹内雄太郎 － W.O. 3-6
４位 伊藤幸治 1-6 男子ダブルス予選 予選決勝

男子ダブルス予選 予選決勝 清水   謙 － 6-0 6-2 6-3
川瀬 史義 － 7-5 6(7)-７ 岩本 達也
圓崎 直樹 伊藤 幸治 6-4 6-3 6-3 5-7
蒔田   要 6-2 6-3 2-6 大石 修二

（根岸    靖） 川瀬 史義 － 6-3 6-3 5-7
清水  謙 － 6-1 6-3 7-6(2) 圓崎 直樹

岩本 達也 １位 彦野 義明 7-6(4) 3-6
１位 近藤   裕 4-6 浜田 藤夫

松井克彦 ２位 長井 俊賢 － 4-6
２位 山口範文 4-6 片山 大輔

小山田真 ３位 中澤 征樹 6-4 3-6
３位 越村   章 4-6 助川 裕季

豊田浩輝 ４位 三宅 徹志 － 6-2 4-6
４位 彦野義明 5-7 竹下 智哉

浜田藤夫 ５位 吉川 一輝 Ｗ.O.
女子シングルス予選 予選決勝 秋葉   泰

森   由美 － 6-4 6-4 6-2 女子シングルス予選 予選決勝
伊藤 史子 － 6-2 6-1 2-6 堀内 聡乃 － 6-3 6-0 6-2
堀内 聡乃 6-2 6(14)-7 田村 邦子 － 0-6

１位 岡田 歩美 － 6-2 4-6 伊藤 史子 － 6-1 6-0 6(3)-7
２位 越村美奈子 － 0-6 １位 岡田 亜美 － 6-3 2-6
３位 今村 美穂 － 6-1 2-6 ２位 島村かをり － 6-3 3-6
４位 富田十和子 － 0-6 ３位 岡田 歩美 － 3-6

女子ダブルス予選 予選決勝 ４位 佐藤 律子 － 6-4 0-6
米山 有夏 － 6-0 6-2 6-0 ５位 安藤 弘美 W.O. 6-2 0-6

(藤井 澄佳） 女子ダブルス予選 予選決勝
澤入志津子 6-0 W.O. 3-6 鈴木みのり － 6-0 6-1 6-4
(梅谷 範子） 小桐あゆみ
喜多 初代 － 3-6 伊藤 史子 － 6-2 6-1 6-2
伊藤 史子 (山田  聡子）
福島 笑子 － 6-3 2-6 越村美奈子 － 6-1 6-2 6-1

千葉由美子 堀内 聡乃
越村美奈子 － 6-2 6-3 4-6 菊池啓子 0-6
堀内 聡乃 高橋   緑

１位 宇佐美 ゆみ 6-1 2-6 小林 照子 － 5-7
宇佐美美有紀 中里あつ子

２位 鈴木みのり 6-1 6-3 6-3 3-6 米山 有夏 － W.O.
小桐あゆみ (片倉    恵）

３位 石田 菊枝 1-6 １位 板垣かおり 1-6
高野美代子 桐明 静香

４位 杉俣久美子 － 6-4 3-6 ２位 後藤 麻弥 － 3-6
道広 節子 及川 真希

３位 宇佐美ゆみ － W.O. 2-6
諏合 るり

４位 黒沢 文子 0-6
奥山 洋子

５位 杉俣久美子 － 4-6
道広 節子
注 ： (    ）は、パートナーが春日部市以外の選手



（2）  ベテランの部

       データなし

（3）  団体戦

平成21年1月10日(土)   於：白岡町

結果 ： ２回戦敗退

一般女子複 丸田 有花  ・  福島 笑子

第23回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 対戦相手 スコア
１ 回 戦 鴻巣市 ６－１
２ 回 戦 所沢市 ２－４

監督 為石    攻

一般男子複 芳賀 昭寛  ・  元木 孝一郎
ベテラン男子１部複 菱川 隆史  ・  浜田 藤夫
ベテラン女子複 澤入 志津子  ・  田村 邦子
ベテラン男子２部複 栄水 直樹  ・  丸田 重人
一般女子単 丸田 有花
一般男子単 芳賀 昭寛 



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２１年度

(1) 一般の部
春季大会（平成26年5月～6月) 秋季大会（平成26年9月～10月)
資格 氏名 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 資格 氏名 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

綿貫 裕介 6-4,6-1 6-1,6-1 W.O.
男子ダブルス本戦

男子ダブルス本戦 川瀬 史義 4-6,0-6
圓崎 直樹
君島 洋一 6-3,6-3 0-6,3-6

女子シングルス本戦 木内 大輔
丸田 有花 6-2,6-2 6-3,6-3 6-1,6-0 2-6,7-6(5) 2-6、2-6 女子シングルス本戦

7-5 【準優勝】 岡本 華奈 6-1,6-2 6-3,6-1 6-2,6-4 4-6,4-6 【ﾍﾞｽﾄ４】
堀内 聡乃 6-2,6-1 3-6,3-6

女子ダブルス本戦
女子ダブルス本戦 越村美奈子 6(0)-7,6-4 1-6,0-6

鈴木みのり 6-2,6-1 2-6,3-6 堀内 聡乃 6-4
小桐あゆみ 伊藤 史子 6-1,6-0 4-6,6-2
福島 笑子 6-1,2-6 2-6,4-6 山田 聡子 4-6

千葉裕美子 6-4 鈴木みのり W.O.
丸田 有花 6-3,6-4 6-3,6-0 6-1,6-2 6-3,6-3 W.O. 小桐あゆみ
(堀中香里） 【優勝】 福島 笑子 4-6,6-2 2-6,6-3
伊藤 史子 6-2,6-4 4-6,2-6 千葉裕美子 7-6(7) 2-6
山田 聡子 男子シングルス予選 予選決勝

男子シングルス予選 予選決勝 川瀬 史義 6-2 6(3)-7
川瀬 史義 7-6(2) 6-4 7-5 0-6 中澤 征樹 4-6
中澤 征樹 6-4 6-4 3-6 三宅 徹志 1-6

西村栄一朗 6-1 3-6 西村栄一朗 6-1 2-6
蒔田   要 4-6 1位 清水   謙 7-6(5) 7-6(3) 3-6

1位 越村   章 2-6 2位 高良 翔也 1-6
2位 三宅 徹志 6(2)-7 1-6 3位 長井 俊賢 2-6
3位 豊田 浩輝 6-4 6-1 0-6 4位 伊藤 幸治 4-6
4位 島村 武希 6-2 1-6 5位 越村   章 5-7
5位 長井 俊賢 5-7 男子ダブルス予選 予選決勝

男子ダブルス予選 予選決勝 伊藤 幸治 W.O. 6(6)-7
中澤 征樹 6-1 2-6 大石 修二
助川 裕季 元木孝一郎 6-3 6-3 W.O.
蒔田   要 6-2 6-2 4-6 尾花 彰一
（根岸靖） 川瀬 史義 6-1 6-2 7-6(3)
川瀬 史義 6-1 3-6 圓崎 直樹
圓崎 直樹 1位 豊田 浩輝 W.O. 3-6

1位 相澤 勝久 0-6 越村   章
阿部   仁 2位 相澤 勝久 W.O.

2位 三宅 徹志 6-3 1-6 田口   滋
竹下 智哉 3位 三宅 徹志 W.O. 1-6

3位 島村 武希 7-6(2) 5-7 竹下 智哉
尾花 彰一 4位 竹内 俊哉 2-6

4位 小川 真治 W.O. 笹木   誠
小林 万久 5位 白子 邦明 4-6

5位 豊田 浩輝 5-7 平井 貴之
越村   章 女子シングルス予選 予選決勝

女子シングルス予選 予選決勝 堀内 聡乃 - 5-7
堀内 聡乃 6-3 6-1 6-2 岡本 華奈 6-0 6-0 4-2,RET

宇佐美美有紀 6-3 1-6 2位 大井なつみ 6-2 1-6
1位 岡田 亜美 W.O. 3位 山本 智春 7-6(1) 0-6
2位 島村かおり 4-6 4位 尾崎希良々 7-5 3-6
3位 鈴木みのり 6-2 0-6 5位 大場 朝子 1-6
4位 佐藤 由依 4-6 女子ダブルス予選 予選決勝
5位 小桐あゆみ 6(3)-7 菊池 啓子 6-3 2-6

高橋   緑
女子ダブルス予選 予選決勝 越村美奈子 6-3 7-6(5) 7-5

越村美奈子 7-5 7-5 4-6 堀内 聡乃
堀内 聡乃 河口 正美 W.O. 0-6

1位 道広 節子 6(4)-7 佐藤 律子
杉俣久美子 奥山 洋子 6-4 6-1 2-6

2位 黒沢 文子 6-1 2-6 (田坂千恵）
奥山 洋子 1位 板垣かおり 3-6

3位 安藤 弘美 5-7 桐明  静香
岡崎   愛 2位 杉俣久美子 6(5)-7

4位 宇佐美美有紀 6-4 6-4 6-4 4-6 道広 節子
宇佐美ゆみ 3位 安藤 弘美 0-6

5位 高橋悠貴子 7-5 4-6 岡崎   愛
佐藤 由依 4位 小坂 早苗 6-1 2-6

岡田 明美 
5位 森   洋子 2-6

中里あつ子



（2）  ベテランの部

       データなし

（3）  団体戦

平成２２年1月９日(土)～１０日(日)   於：川口市

結果 ： ４位

為石    攻
丸田 有花  ・  岡本 華奈
芳賀 昭寛  ・  元木 孝一郎
菱川 隆史  ・  浜田 藤夫
澤入 志津子  ・  田川 明子
栄水 直樹  ・  為石   功
丸田 有花
芳賀 昭寛 

２ 回 戦 ４－３ 戸田市
準 決 勝 １－５ 川口市

第２４回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
１ 回 戦 ４－３ 狭山市

３位決定戦 ２－４ 越谷市

監督

一般男子単

一般女子複

ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複
一般女子単

一般男子複



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２２年度

（1）  一般の部

春季大会（平成22年5月～6月) 秋季大会（平成22年9月～10月)

出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

なし 市1位 綿貫  陽介 ４６、２６
男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦

なし ＤＪ 君島  洋一 ４６、３６
女子シングルス本戦 河合  幸治
ＷＣ 丸田  有花 ３６、６４ ６０、６２ ６２、６１ ０６、６０ ２６、３６ 女子シングルス本戦

７６(2) ６３ 準優勝 なし
女子ダブルス本戦

前 福島  笑子 ４６、６３ 女子ダブルス本戦
千葉裕美子 ２６ 前 伊藤  史子 ６１、１６ ４６、７５ ６４、６３ ７５、７５ ４６、１６

前 丸田  有花 ６１、６２ ６０、６０ ＷＯ ６３、４６ ６３、６１ (山田聡子) ６１ ６４ 準優勝
(和田夏美) ６４ 優勝 前 鈴木みのり ３６、６０ ６３、６３ ４６、３６

前 鈴木みのり ６３、６３ ６４、７５ ４６、２６ 小桐あゆみ ６２
小桐あゆみ 前 福島  笑子 ６３、６２ ４６、１６

前 伊藤  史子 ３６、３６ 千葉裕美子
(山田聡子)

男子シングルス予選
前 近田  浩之 ６３ ６２ ６３ ０６ 男子シングルス予選
前 清水    謙 ３６ 前 清水    謙 ー ４６
SJ 尾花  彰一 ー ６４ ３６ Ｔ 三宅  徹志 ０６

市1位 竹内雄太郎 ＷＯ負 市1位 綿貫  陽介 ６１ ６２ ６２ １０ＲＥＴ 本戦へ
市2位 越村    章 ー ６３ １６ 市2位 中川  幸次 ６４ １６
市3位 西村栄一朗 ７５ ６１ ３６ 市3位 重本  信哉 ７５ ０６
市4位 大熊  甫成 ４６ 市4位 名越  一博 ６４ ２６
市5位 豊田  浩輝 ２６ 市5位 猪股  由之 ６４ ６１ ６０ １６
男子ダブルス予選 男子ダブルス予選

前 尾花  彰一 ー ２６ 前 越村 　章 ー ３６
小滝  裕也 豊田　浩輝

ＤＪ 関    大輔 ー ６３ ５７ 市1位 高岡  光秀 ＷＯ負
元木孝一郎 近田  浩之

Ｔ 蒔田    要 ５７ 市2位 石井  文男 ー ＷＯ １６
（根岸 靖） 小出恵利人

市1位 三宅　徹志 ６３ ２６ 市3位 村沢  烈史 ー ６３ ４６
竹下　智哉 西田    理

市2位 伊藤　幸治 ー １６ 市4位 飯田  周平 ー ２６
大石　修二 大熊  甫成

市3位 越村 　章 ６４ ６４ ７５ ４６ 市5位 清水    謙 ６１ ６(4)７
豊田　浩輝 円崎  直樹

市4位 吉川　一輝 ＷＯ負 女子シングルス予選
秋葉　 泰 前 鈴木みのり ー ６０ ６２ ２６

市5位 岩本  達也 ＷＯ負 前 堀内  聡乃 ー ０６
小沼  一人 市1位 小桐あゆみ ー １６

女子シングルス予選 市2位 三田  美加 ー ６４ ７６(4) ０６
前 堀内  聡乃 ー ６１ ６１ ６１ 本戦へ 市3位 石川  香織 ３６
前 鈴木みのり ー ６１ ６１ ０６ 市4位 大場  朝子 ２６

市1位 小桐あゆみ ６４ ６２ ４６ 市5位 宇佐美ゆみ ２６
市2位 三田  美加 １６ 東部 渡辺  祐子 ー ３６
市3位 佐藤  律子 ２６ 女子ダブルス予選
市4位 安藤  弘美 ー １６ 前 越村美奈子 ー ２６
市5位 板垣かおり ４６ 堀内  聡乃
東部 河口　正美 ー ６３ １６ 前 奥山  洋子 ー ３６
女子ダブルス予選 (田坂千恵)

前 伊藤　史子 ー ６２ ６１ ６３ 本戦へ Ｆ 村田  純子 ＷＯ ６１ ４６
(山田聡子) 甲斐  知美

前 越村美奈子 ー ６０ ７５ ６０ 本戦へ Ｍ 関戸  真弓 ー ６２ ０６
堀内  聡乃 (城野  茜)

前 奥山  洋子 ー ６(6)７ 市1位 加藤  久美 ー ６２ ４６
(田坂千恵) 河口  正美

市1位 菊池  啓子 ６４ ４６ 市2位 宇佐美ゆみ ６０ ５７
髙橋  緑 西江  美枝

市2位 加藤  久美 ６３ ６４ ５７ 市3位 田村  邦子 ６０ ６４ ４６
河口　正美 三田  美加

市3位 岡田　明美 ０６ 市4位 黒沼  幸子 １６
小坂  早苗 荻原  亨美

市4位 杉俣久美子 ６４ ６１ １６ 市5位 道広  節子 ＷＯ負
道広　節子 杉俣久美子

市5位 三田　美加 ６４ ７５ ０６
田村  邦子 平成22年10～11月 １回戦 ２回戦 決勝

ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦
平成22年3～4月 １回戦 ２回戦 決勝 榮水  直樹 ー ６４  １６ ６(0)７ １６
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 （水上武夫） 7-3 準優勝

榮水  直樹 ３６  ６１ ６１ ７５(5) ６３  ７５
（水上武夫） 7-1 優勝 (       ）は他の郡市テニス協会所属



              

（2）  ベテランの部

春季大会（平成22年4月) 秋季大会（平成22年10～11月)

平成22年3～4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成22年10～11月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦

榮水  直樹 ３６  ６１ ６１ ７５(5) ６３  ７５ 榮水  直樹 ー ６４  １６ ６(0)７ １６
（水上武夫） 7-1 優勝 （水上武夫） 7-3 準優勝

(       ）は他の郡市テニス協会所属

（3）  団体戦

平成２３年1月８日(土)～９日(日)   於：川越市

結果 ： ベスト８

為石    攻
丸田有花　岡本華奈
芳賀昭寛　元木孝一郎
菱川隆史　丸田重人
田川明子　澤入志津子
栄水直樹　田口　滋
丸田有花
芳賀昭寛一般男子単

第２５回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
１ 回 戦 ６－１ 加須市

一般女子単

２－４ 新座市

監督

２ 回 戦

一般女子複
一般男子複
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２３年度

（1）  一般の部

春季大会（平成23年5月～6月) 秋季大会（平成23年9月～10月)

出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

なし なし
男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦

なし 前 越村　章 ４６,７６(4)
豊田　浩輝 ３６

女子シングルス本戦 女子シングルス本戦
前 丸田  有花 ７６(4)、 ６３、６４ ２６,７６(4) ＳＪ 神戸　幸代 ３６、０６

６１ ３６
女子ダブルス本戦 女子ダブルス本戦

前 福島  笑子 ４６、０６ 前 伊藤　史子 ６２，６２ ５７、６１
千葉裕美子 (山田聡子） ４６

前 鈴木みのり ６１、６１ ４６，０６ 前 鈴木　みのり ６３、６１ ７６(4) ２６、２６
小桐あゆみ 小桐　あゆみ ５０RET

前 伊藤  史子 ６１、４６ ５７，６１ ０６、３６ 郡 堀内　聡乃 ６４，３６、
(山田聡子） ６２ ６１ 越村　美奈子 ４６

前 丸田  有花 ６０，６０ ６０、６３ ６０、６１ ６３，６０ ６１、６２ 男子シングルス予選
(和田夏美） 優勝 市1位 清水　謙 － ６３ ６４ ３６

男子シングルス予選 市2位 高垣　和雄 － ５７
前 猪俣  由之 － １６ 市3位 中澤　征樹 ０６
前 近田  浩之 ６３ ３６ 市4位 蒔田　要 １６

市1位 中川  幸次 ３６ 市5位 池田　典義 Ｗ．Ｏ ５７
市2位 中澤  政樹 － ０６ 男子ダブルス予選
市3位 西村 栄一郎 W.O負 前 越村　章 － ６２ ６４ ６４ 本戦
市4位 越村  章 １６ 豊田　浩輝 出場
市5位 清水  謙 ５７ 市1位 藤波　達郎 ３６
男子ダブルス予選 神保　和宏

前 越村　章 － ６２ ７６(6) ０６ 市2位 中川　幸次 － ６２ ０６
豊田　浩輝 猪股　由之

市1位 高岡  秀光 ６１ ３６ 市3位 高岡  秀光 － W.O負
近田  浩之 近田  浩之

市2位 木村  康治 － ６３ １６ 市4位 池田　典義 － ６３ ６１ ２６
円崎  直樹 村沢　烈史

市3位 岩本  達也 １６ 市5位 島村　武希 － ７６(7) ６(5)７
小沼  一人 尾花　彰一

市4位 小出恵利人 １６ Ｆ 三宅　徹志 ６０ ５７
石井  文男 （藤原仁）

市5位 中川　幸次 － ６４ ６(6)７ 女子シングルス予選
猪股　由之 前 鈴木　みのり － Ｗ．Ｏ ５７

T 三宅  徹志 ７５ ６２ １６ ＳＪ 小桐　あゆみ － ６１ ６０ ０６
(藤原  仁） 市1位 大川  璃沙 － ６２ ２６

ゴ 村沢  烈史 W.O ５７ 市2位 渡辺　奈緒 － Ｗ．Ｏ ２６
西田    理 市3位 三田　美加 － ２６

女子シングルス予選 市4位 石川　香織 － １６
前 鈴木みのり － １６ 市5位 宇佐美　ゆみ － １６
前 堀内  聡乃 － ０６ 東 堀内　聡乃 － ６１ ３６

市1位 三田  美加 ６４ ５７ 女子ダブルス予選
市2位 渡邊  祐子 － ６４ ０６ 市1位 堀内　聡乃 ６４ ６３ ６４ ６３ 本戦
市3位 河口  正美 － ５７ 越村　美奈子 出場
市4位 田附由美子 ０６ 市2位 加藤　久美 ４６
市5位 苫米地千絵子 W.O ０６ 河口　正美

東 板垣かおり － １６ 市3位 宇佐美　ゆみ － W.O負
む 神戸  幸代 － ７６(3) ６(3)７ 宇佐美美有紀

SJ 小桐あゆみ － ６(3)７ 市4位 田村　邦子 － ７６(7) ３６
女子ダブルス予選 三田　美加

前 堀内　聡乃 － ０６ 市5位 苫米地千絵子 ６３ ５７
越村　美奈子 岩本　かおり

市1位 加藤　久美 ６２ ２６ ＤＪ 福島　笑子 － ６１ ６４ ６(5)７
河口　正美 （嶋津和恵）

市2位 黒澤  文子 ６３ ４６
奥山  洋子 結果 ： 

市3位 菊池  啓子 ０６
高橋    緑

市4位 板垣 かおり ２６
岡田  明美

市5位 西江  美江 ６２ W.O １６
宇佐美 ゆみ

む 神戸  幸代 － W.O負
(中山登紀子)



              

（2）  ベテランの部

春季大会（平成23年4月) 秋季大会（平成23年10～11月)

平成23年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子シングルス６０才以上  本戦 ベテラン男子シングルス４０歳以上本戦

榮水  直樹 － ２６,６(4)７ 中澤　征樹 Ｗ．Ｏ ７６(2),１６ ０６、４６
7-3

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 河合　幸治 W.O負
ベテラン男子シングルス７５才以上  本戦

中川  寛 ０６、２６ 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子シングルス７５才以上  本戦

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 仲田　政雄 Ｗ．Ｏ １６，０６
ベテラン男子ダブルス４５才以上  本戦 中川    寛 ０６，０６

森本  明伸 ０６、２６ 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
岡本    博 ベテラン男子ダブルス３５才以上  本戦

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 蒔田    要 － ３６，６１ ５７、１６
ベテラン男子ダブルス５０才以上  本戦 (星野友且) 7-5 準優勝

中島  清治 ６３,７６(9) ５７、２６ 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
菱川  隆史 ベテラン男子ダブルス５０才以上  本戦

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 中島  靖治 W.O負
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 菱川  隆史

森山  静昭 ６０、６３ ６４,７６(5) １６，３６ 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
丸田  重人 準優勝 ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦

平成23年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 榮水  直樹 ６２，７５ ５７,７６(3)
ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦 (水上武夫) 5-7

榮水  直樹 － ４６,７６(3) 丸田  重人 ６２、６１ ６３、６３ ６２、６２
(三木和保) 5-7 (山口育夫) 優勝

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６５才以上  本戦 ベテラン男子ダブルス７０才以上  本戦

為石    攻 １６、４６ 下陸  栄明 １６，０６
萩原    寛 (山田栄豊)

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子シングルス４０才以上  本戦

下陸  栄明 ０勝２敗 神戸  幸代 ６３、５７
山田  栄豊 8-10

平成23年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成23年10月 １回戦 ２回戦 ３回戦
ベテラン女子シングルス４０才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦

福島  笑子 ６３、５７ ０６，１６ 福島  笑子 W.O負
7-3 (嶋津和恵）

平成23年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 平成23年10月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス５０才以上  本戦

鈴木みのり － ６４、６２ ４６、１６ 澤入志津子 ２６、４６
(小桐明美） (富塚よし江)
福島  笑子 ２６,６(3)７ 平成23年10月 １回戦 ２回戦 決勝

千葉 裕美子 ベテラン女子ダブルス５５才以上  本戦
平成23年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 高橋    緑 ３６、１６
ベテラン女子ダブルス５５才以上  本戦 (佐藤美知子)

高橋  緑 ６２，４６
(佐藤美知子) 5-7 (       ）は他の郡市テニス協会所属

注：本戦の戦績のみ記載

（３）  団体戦

平成24年1月7日(土)～8日(日)   於：熊谷市

結果 ： ベスト８

為石    攻
丸田有花、岡本華奈
芳賀昭寛、神保和宏
菱川隆史、片柳公章
田川明子、澤入志津子
榮水直樹、丸田重人
丸田有花
芳賀昭寛

１ 回 戦 ４－３ 戸田市

ベテラン男子ダブルス７０才以上  本戦(3ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ戦）

第２５回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手

２ 回 戦 １－４ 新座市

一般女子単
一般男子単

監督
一般女子複
一般男子複
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２４年度

（1）  一般の部

春季大会（平成24年5月～6月) 秋季大会（平成24年9月～10月)
出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 出場資格 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

なし 郡 綿貫陽介 ５７、３６
男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦

ＤＪ 君島洋一 ２６、２６ 前 神保和宏 ４６、６(5)７

河合幸治 (宗村文隆)
Ｍ 島村武希 ６１、６３ ０６、３６ 郡 木元風哉 ６１、６３ ６２、７６(7) ６３、６４ ５７、１６

(八幡  努) 綿貫陽介
ＤＪ 神保和宏 ６０、６２ ２６、０６ DJ 元木孝一郎 １６、１６

(宗村文隆) 関  大輔
女子シングルス本戦 前 島村武希 ６１、６１ ０６、３６

前 丸田有花 ６０、６０ ６０、４６ ６１、２６ (八幡  努)
６１ ３６ 女子シングルス本戦

女子ダブルス本戦 郡 沓名舞子 ６３、６４ ３６、６２ ２６、５７
前 丸田有花 ６０、６２ ６１、６０ ６０、６１ ６２、６２ ４６、６１ ６３

(和田夏美) ２６ 女子ダブルス本戦
前 鈴木みのり ２６、１６ 前 鈴木みのり ７６(4)、６３ ６０、６２ １６、２６

新井あゆみ 新井あゆみ
前 伊藤史子 ６２、６７(5) ２６、２６ 前 越村美奈子 １６、１６

(山田聡子) ７５ 堀内聡乃
男子シングルス予選 前 伊藤史子 ６３、６２ ７６(6)、５７ ２６、３６

前 清水  謙 － １６ (山田聡子) ６４
T 三宅徹志 ６１ １６ 男子シングルス予選

市1位 及川克己 ３６ 前 清水  謙 － ６１ ３６
市2位 島村武希 ３６ 市1位 綿貫陽介 W.O W.O ７６(4) ６４ 本戦へ
市3位 中澤征樹 － １６ 市2位 島村武希 － W.O ４６
市4位 安部健司 １６ 市3位 近田浩之 － ６１ ６４ ２６
市5位 近田浩之 － ６１ ２６ 市4位 中澤征樹 W.O ２６
男子ダブルス予選 市5位 三宅徹志 ６０ ３６

前 村沢烈史 － ６０ ２６ 男子ダブルス予選
池田典義 前 池田典義 － ３６

前 越村  章 － ３６ 村沢烈史
豊田浩輝 前 島村武希 － ６４ W.O ６２ ﾌﾞﾛｯｸ1位

市1位 高岡秀光 ６１ ７６(2) ６２ ２６ (八幡  努) 本戦へ
近田浩之 前 豊田浩輝 － ３６

市2位 伊藤幸治 W.O ２６ 越村  章
大石修二 前 近田浩之 － ３６

市3位 中澤征樹 ２６ 高岡秀光
助川裕季 市1位 木元風哉 ６１ ６０ ６３ ７５ ﾌﾞﾛｯｸ1位

市4位 清水  謙 ５７ 綿貫陽介 本戦へ
松井克彦 市2位 円崎直樹 ６３ ６３ ３６

市5位 円崎直樹 ４６ 木村康治
曽根健介 市3位 伊藤幸治 ４６

DJ 神保和宏 － ６３ ６３ ６１ ﾌﾞﾛｯｸ1位 大石修二
(宗村文隆) 本戦へ 市4位 長谷川幸太 － １６

T 石井文男 ３６ 宮坂広毅
(三角尚史) 市5位 相澤勝久 ０６

M 島村武希 ６０ ６４ ６２ ６３ ﾌﾞﾛｯｸ1位 田口  滋
(八幡 努) 本戦へ 東 白子邦明 ３６

実 木村康治 ６４ ４６ 木田恵介
(林  玄) F 中澤征樹 ６０ ４６

東 藤波達郎 － W.O負 (黒岩信太郎) 結果 ： 
谷口敬輔 女子シングルス予選

女子シングルス予選 前 堀内聡乃 － ６４ ６１ ０６
前 新井あゆみ － W.O ６１ ２６ 前 新井あゆみ － ６１ ６０ ３６

市1位 堀内聡乃 － ６１ ６３ ２６ 市1位 沓名舞子 － ６１ ６１ ６３ 本戦へ
市2位 三田美加 ６２ ４６ 市2位 三田美加 ６１ ５７
市3位 鈴木みのり ６３ ３６ 市3位 鈴木みのり － ６３ ６１ ６(4)７
市4位 関根綾子 － ０６ 市4位 大場朝子 － ５７
市5位 宇佐美ゆみ － ０６ 市5位 石川香織 － ２６

G 渡邉奈穂 － ６２ １６
女子ダブルス予選 女子ダブルス予選

前 越村美奈子 － ３６ 前 越村美奈子 － ６１ ６２ ６４ ﾌﾞﾛｯｸ1位
堀内聡乃 堀内聡乃 本戦へ

前 福島笑子 － ７５ ６２ ３６ 市1位 橋口香織 W.O負
(嶋津和恵) 岡本華奈

市1位 西江美枝 W.O ２６ 市2位 岡田明美 ６０ ２６
宇佐美ゆみ 板垣かおり

市3位 谷利麻理子 ６２ ４６ 市3位 西江美枝 － ６１ ０６
細野美和 宇佐美ゆみ

市4位 加藤久美 － ６３ １６ 市4位 谷利麻里子 ６(5)７
河口正美 細野美和

市5位 板垣かおり ７６(1) ２６ 市5位 岩本かおり W.O負
岡田明美 苫米地千絵子

M 三田美加 ０６ F 三田美加 － ６１ ６３ ３６
(小林恵美) (小林恵美)



              

（2）  ベテランの部

春季大会（平成24年4月) 秋季大会（平成24年10～11月)
平成24年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成24年10月 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス４０才以上  本戦 ベテラン男子シングルス６０歳以上本戦

中澤征樹 ６３、６２ ０６、３６ 榮水直樹 － ０６、１６
(黒岩信太郎)

平成24年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成24年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス５０才以上  本戦 ベテラン男子シングルス７５才以上  本戦

中島靖治 ６２、６４ ２６，２６ 仲田政雄 ２６、０６
菱川隆史

平成24年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成24年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦

丸田重人 W.O.負 丸田重人 ６２、６０ ４６，６３ ７５，７６(3)

(山口育夫) 山口育夫 8-6 優勝
平成24年4月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦

榮水直樹 ７６（5）、５７ 平成24年10月 １回戦 ２回戦 決勝
(水上武夫) 3-7 ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦

平成24年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 榮水直樹 ６３、６３ ３６、７６(4)

ベテラン女子シングルス４０才以上  本戦 （水上武夫） 1-7
福島笑子 － ４６、５７ 平成24年10月 １回戦 ２回戦 決勝

ベテラン女子シングルス４０才以上  本戦
平成24年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 福島笑子 ０６、２６
ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦

福島笑子 ３６、２６ 平成24年10月 １回戦 ２回戦 決勝
(山内美奈子) ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦

平成24年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 谷利麻理子 ３６、１６
ベテラン女子ダブルス５５才以上  本戦 細野美和

髙橋緑 １６、２６
(佐藤美知子) (       ）は他の郡市テニス協会所属

田川明子 － ３６、２６
(有井宏美)

平成24年4月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス６５才以上  本戦

谷利ゆり子 － ６２、６４ ３６、５７
(韮沢寿美子)

注：本戦の戦績のみ記載

（3）  団体戦

平成25年1月12日(土)～13日(日)   於：白岡市

結果 ： ベスト８

為石    攻
丸田有花、岡本華奈
芳賀昭寛、神保和宏
菱川隆史、片柳公章
田川明子、福島笑子
榮水直樹、丸田重人、為石攻
丸田有花
及川克己

第２７回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
１ 回 戦 ６－１ 秩父郡市
２ 回 戦 １－４ さいたま市

一般女子単
一般男子単

監督
一般女子複
一般男子複
ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会
平成２５年度

（1）  一般の部

春季大会（平成25年5月～6月) 秋季大会（平成25年9月～10月)

資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

郡 清水    謙 武里 ３６、３６ SJ 平田    篤 共栄大 ３６、６(7)７

男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦
DJ 白石    拓 fun ６２、７６(5) ６４、４６ 前 白石    拓 fun １６、６１ ６０、６２ ６３、４６

(永田 康之) (戸田市) ２６ (永田 康之) (戸田市) ６２ ３６
DJ 君島  洋一 fun ２６、４６ 前 関    大輔 fun Ｗ．Ｏ ２６、１６

木内  大輔 fun 佐久間元気 fun
DJ 元木 孝一郎 fun ６４，２６ 女子シングルス本戦

小滝  裕也 fun ５７ 前 鈴木 みのり FFTC ６２、６０ ４６、１６
郡 関    大輔 fun ６(5)７、５７ 女子ダブルス本戦

尾花  彰一 ﾙﾈｻﾝｽ 前 堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ３６、２６
女子シングルス本戦 鈴木 みのり FFTC

郡 原    葉月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ６３，２６ 前 澤入 志津子 武里 １６、１６
２６ (宮崎 浩美) (北葛飾郡)

女子ダブルス本戦 前 伊藤  史子 MAX ６１，６１ ６０、６２ ６３、６２ ５７、６３
DJ 堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６２、６１ ６１、６１ ６３、６１ ３６、３６ (山田 聡子) (幸手市) １６

鈴木 みのり FFTC 前 三田  美加 FFTC ６４、６１ ６４、５５RET ３６、６４
前 伊藤  史子 MAX １６，３６ (小林 恵美) (深谷市) ６(3)７

(山田 聡子) (幸手市) 男子シングルス予選 予選決勝
前 三田  美加 FFTC ４６、０６ SJ 宍倉  知也 共栄大 － ２６

(小林 恵美) (深谷市) 前 清水    謙 武里 － ６４ ６３ ３６
前 福島  笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ３６、６２ 市1位 猪股  由之 ｴﾙｳﾞｪ ６０ ６１ １RET４

(嶋津 和恵) (さいたま市) ４６ 市2位 尾花  彰一 ﾙﾈｻﾝｽ W．O ６１ ３６
Ｔ 澤入 志津子 武里 ４６、６４ 市3位 安部  健司 fun ５７

(宮崎 浩美) (北葛飾郡) ２６ 市4位 稲村  一広 共栄大 エントリーなし
男子シングルス予選 予選決勝 市5位 岡本  絢葵 From４ エントリーなし

SJ 佐久間 元気 fun － ６３ ６６(RET) ０６ 東 中澤  征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ６０ ４６
JR 木元  風哉 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － ６０ ６３ ２６ 男子ダブルス予選 予選決勝
前 綿貫  陽介 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － W．O負 DJ 猪股  由之 ｴﾙｳﾞｪ － Ｗ．Ｏ負

市1位 及川　克己 MAX W．O ６３ ５７ (室井  亮) (北本市)
市2位 中澤　征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ W．O １６ 前 円崎  直樹 武里 － １６
市3位 栗田　晃男 ﾚｯｸ － ６０ ２６ 松井  克彦 武里
市4位 清水　　謙 武里 ７６(5) ６３ ６２ ４６ 本戦へ 前 中澤  征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ３６
市5位 尾花　彰一 ﾙﾈｻﾝｽ ６２ ６１ １６ (黒岩信太郎) (さいたま市)

T 三宅  徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ４６ 市1位 中島  輝光 fun ４６
東 関    大輔 fun － ６３ ２６ 安部  健司 fun

男子ダブルス予選 予選決勝 市2位 作田  佑貴 共栄大 ３６
DJ 佐久間 元気 fun － ３６ 佐野  大地 共栄大

森岡  直人 fun 市3位 植木    優 ﾄｺﾛﾃﾝ Ｗ．Ｏ負
DJ 綿貫  陽介 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － W．O負 相馬  達夫 ﾄｺﾛﾃﾝ

木元  風哉 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 市4位 稲村  一広 共栄大 － ６(5)７
市1位 木村  康治 FFTC ６１ ４６ 吉田  友哉 共栄大

豊田  浩輝 FFTC 市5位 小林  啓太 共栄大 － ０６
市2位 関    大輔 fun ＪＴＡランキング保持で本戦へストレートイン 藤井  健太 ﾚｯｸ

尾花  彰一 ﾙﾈｻﾝｽ 東 伊藤  幸治 FFTC ３６
市3位 松井  克彦 武里 － ６３ ７５ １６ 大石  修二 FFTC

円崎  直樹 武里 Ｆ 三宅  徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － Ｗ．Ｏ １６
市4位 池田  典義 ｴﾙｳﾞｪ － ７５ ２６ 藤原    仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 結果 ： 

村沢  烈史 ｴﾙｳﾞｪ 女子シングルス予選 予選決勝
市5位 村上  茂嗣 ﾚｯｸ ６０ ４６ 前 堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ Ｗ．Ｏ ６３ ４６

石坂  和彦 ﾚｯｸ 市1位 三田  美加 FFTC ６１ ６０ １６
P 中澤　征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６３ ６２ ６４ ３６ 市2位 宇佐美 ゆみ 春硬 ６１ ３６

(黒岩信太郎) (さいたま市) 市3位 谷利 麻理子 武里 ３６
M 石井  文男 YOU ６４ １６ 市4位 関根  綾子 ﾙﾈｻﾝｽ ６(6)７

(鈴木 浩史) (志木市) 市5位 伊藤  智子 春硬 ０６
T 橋本 健一郎 ﾙﾈｻﾝｽ W．O負 Ｆ 内山  正子 真正館 ６３ １６

北村  宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 女子ダブルス予選 予選決勝
女子シングルス予選 予選決勝 前 澤入 志津子 武里 － ６０ ６３ ６０

前 鈴木 みのり FFTC － ６１ ６０ ２６ (宮崎 浩美) (北葛飾郡)

前 堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － １６ 市1位 鈴木    恵 ﾚｯｸ － ３６
市1位 原  　菜月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － ６１ ６２ ６２ 本戦へ 岡本  華奈 庄和
市2位 三田　美加 FFTC ６０ ５７ 市2位 西江  美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ５７
市3位 橋口　香織 ﾚｯｸ エントリーせず 宇佐美 ゆみ 春硬
市4位 大場　朝子 FFTC ２６ 市3位 中川  教子 庄和 － ６１ ４６
市5位 鈴木  　恵 ﾚｯｸ ０６ 岩倉  佳美 庄和

Ｇ 内山  正子 真正館 ５７ 市4位 黒沢  文子 ﾙｳﾌﾞ － ３６
東 宇佐美 ゆみ 春硬 ３６ 奥山  洋子 ﾙｳﾌﾞ
東 谷利 麻理子 武里 － ６１ １６ 市5位 谷利 麻里子 武里 － ６０ ３６

女子ダブルス予選 予選決勝 関根  綾子 ﾙﾈｻﾝｽ
前 福島  笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ６４ ６３ ６２ ﾌﾞﾛｯｸ1位 東 板垣 かおり 庄和 － ５７

(嶋津 和恵) (さいたま市) 本戦へ 岡田  明美 庄和
前 三田  美加 FFTC － ６３ ６２ ７５ ﾌﾞﾛｯｸ1位 Ｆ 高橋美和子 MAX － ３６

(小林 恵美) (深谷市) 本戦へ (水津 順子) (越谷市)
市1位 西江  美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ６３ ６(4)７

宇佐美 ゆみ 春硬
市2位 伊藤  智子 春硬 － ３６ 春季大会（平成25年5月～6月)

諏合  るり 春硬
市3位 黒沢  文子 ﾙｳﾌﾞ － １６ 女子ダブルス予選 予選決勝

奥山  洋子 ﾙｳﾌﾞ Ｔ 澤入 志津子 武里 ６３ ６３ ６２ ６１ ﾌﾞﾛｯｸ1位
市4位 小坂  早苗 庄和 － ２６ (宮崎 浩美) (北葛飾郡) 本戦へ

加藤  晶子 庄和 M 関根  綾子 ﾙﾈｻﾝｽ ７５ ２６
市5位 岩倉  佳美 庄和 － ６２ ６(3)７ 谷利麻理子 武里

中川  教子 庄和 Ｐ 長野  梨絵 庄和 ６０ ５７
(宮川 明子) (さいたま市)

続く Ｔ 高橋 美和子 MAX １６
秋葉    彩 MAX



（2）  ベテランの部

春季大会（平成25年4月) 秋季大会（平成25年10～11月)

平成25年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成25年10月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 ベテラン男子シングルス６５才以上本戦

丸田  重人 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６３、０６ ５７、６(2)７ 石嶺  義雄 庄和 ０６、０６
田口    滋 庄和 7-1

平成25年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成25年10月
ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦 ベテラン男子シングルス７５才以上  本戦  3人リーグ戦

榮水  直樹 ﾌﾙｰﾍﾞﾘｰ － ３６、３６ 仲田  政雄 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ２６、１６ ０６、３６ 3位
(播本 裕司) (さいたま市)

平成25年10月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 平成25年10月
ベテラン男子シングルス６５歳以上本戦 ベテラン男子シングルス８０才以上  本戦  3人リーグ戦

石嶺  義雄 庄和 １６、０６ 中川    寛 庄和 ７５、６２ ４６、７５ 優勝
7-4

平成25年10月 所属 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６５才以上  本戦

谷利    亨 武里 Ｗ．Ｏ ３６、０６ 平成25年10月 １回戦 ２回戦 決勝
中橋  俊博 武里 ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦

平成25年10月 所属 １回戦 決勝 丸田  重人 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ W.O.負
ベテラン男子ダブルス７５才以上  本戦 田口    滋 庄和

中川    寛 庄和 ０６、１６ 平成25年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦

仲田  政雄 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ Ｗ．Ｏ ２６、０６ 榮水  直樹 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ６０，６４ ３６、５７
(播本裕司) (さいたま市)

平成25年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成25年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦

三田  美加 FFTC ２６、６３ ５７、５７ 三田  美加 FFTC － ３６、６４
(前田   皛) (所沢市) 7-4 (前田  晶) (所沢市) 4-7

平成25年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 平成25年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４５才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス４５才以上  本戦

福島  笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ５７、６４ ０６、１６ 福島笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６０、６２ ５７、６(5)７

(嶋津 和恵) (さいたま市) 7-4 (嶋津和恵) (さいたま市)

注：本戦の戦績のみ記載 (       ）は他の郡市テニス協会所属

（3） 団体戦

平成26年1月11日(土)～12日(日)   於：川口市

結果 ： １回戦敗退

為石    攻
丸田有花、岡本華奈
芳賀昭寛、及川克己
菱川隆史、中沢征樹
田川明子、福島笑子
榮水直樹、丸田重人、為石攻
丸田有花
及川克己

第２８回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手

一般男子複

１ 回 戦 ３勝４敗 川越市
親善試合 ４勝１敗 深谷市

監督
一般女子複

ベテラン男子１部複
ベテラン女子複
ベテラン男子２部複
一般女子単
一般男子単



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会 平成２６年度

（1）  一般の部
春季大会（平成26年5月～6月) 秋季大会（平成26年9月～10月)
資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

 清水    謙 武里 １６、２６ 田之上 晴樹 fun ６３、７６(2) ５７、０５Ret

 及川  克己 S.MAX ４６、２６ 清水 謙 武里 ２６、２６
 田之上 晴樹 fun 46､61､16 白石 拓 fun ６３、６２ ６(3)７、３６

男子ダブルス本戦 宍倉 知也 共栄大 ０６、０６
田之上 晴樹 fun ６１、６１ ６(2)７、６３ ２６、３６ 男子ダブルス本戦
白石    拓 fun ６３ 田之上 晴樹 fun ６０、６２ ６１、６１ ６(5)７、４６

Ｑ 古川  直隆 ﾄｺﾛﾃﾝ ６２，５７ 白石 拓 fun
長島    惇 (川口市) ３６ 木内 大輔 fun ２６，７６(3)

宍倉  知也 共栄大 ４６、１６  関 大輔 fun ３６
平田    篤 共栄大 古川 直隆 ﾄｺﾛﾃﾝ ６０、６１ ５７、４６
木内  大輔 fun １６、２６ 野邊地 隼人 (入間市)
関    大輔 fun 宍倉 知也 共栄大 ６３、７６(6) ６１、１６ ３６、３６

元木 孝一郎 fun ３６、２６  平田 篤 共栄大 ７５
君島  洋一 fun 佐久間 元気 fun ６１、６３ ６１、６４ ６４、６４ ６(7)７、４６

佐久間 元気  fun ７５、６４ ６(5)７、４６  山本 翔太 (さいたま市)

山本  翔太 (さいたま市) 女子シングルス本戦
女子シングルス本戦 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ４６、１６

Ｑ 堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ３６、１６ 三田 美加 FFTC ６０、６１ 16、62、62 ２６、３６
Ｑ 宇佐美美有紀 春硬 ６３、６０ ６４、６１ ０６、２６ 女子ダブルス本戦
Ｑ 原    菜月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 62,36,63 75,57,46 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６２、６０ ３６、７５

丸田  有花 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６０、６０ ６０、６０ ６０、６１ ６(5)７、０６ 鈴木 みのり FFTC
女子ダブルス本戦 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６４、６４ ６１、６４ ３６、４６

丸田  有花 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６０、６０ ６１、６０ ６０、６０ ４６、 ６４ ６１、６４ 嶋津 和恵 (さいたま市)

和田  夏美 (越谷市) ６４ 優勝 三田 美加 FFTC ６１、６２ ６０、６１ ７５、６４ ５７，１６
福島  笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ７５、７６(3) ７５、６３ ０６、０６ 小林 恵美 (深谷市)
嶋津  和恵 (さいたま市) 澤入 志津子 武里 ６４、６(3)７ ０６、１６
三田  美加 FFTC ６２、６１ ３６、４６ 宮崎 浩美 (北葛飾郡) ６４
小林  恵美 (深谷市) 男子シングルス予選 予選決勝
伊藤  史子 S.MAX ６４、４６ 中澤 征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ６２ ４６
竹中  昭美 (越谷市) ０６ 宍倉 知也 共栄大 － ６２ ６２ ６３ 本戦へ
堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ７６(3)、４６ ６４、２６ ２６、０１Ｒｅｔ ４６、 ０６ 平田 篤 共栄大 － １６
鈴木 みのり FFTC ６２ ６３ 安部 健司 fun － ６２ ６４ ６１

男子シングルス予選 予選決勝 清水 謙 武里 － ６３ ６０ ６２ 本戦へ
宍倉  知也 共栄大 － ３６ 元木 孝一郎 fun － ２６
清水    謙 武里 － ６１ ６４ ６４ 本戦へ 市1位 中島 輝光 fun － ６１ ４６
白石    拓 fun － ２６ 市2位 後藤 優祐 fun － ４６
平田    篤 共栄大 － ２６ 市3位 小林 啓太 共栄大 － ２６

市1位 田中　春吉 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ６４ ６２ ６２ ２６ 市4位 関 大輔 fun － ６１ ６１ ２６
市2位 及川　克己 S.MAX ６１ ６４ ６３ ６３ 本戦へ 市5位 栗田 晃男 ﾚｯｸTC － ０６
市3位 尾花　彰一 ﾙﾈｻﾝｽ ７５ ６１ １６ 男子ダブルス予選 予選決勝
市4位 中澤　征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６０ １６ 君島 洋一 fun － Ｎｏ Ｓｈｏｗ

市5位 安部　健司 fun ７５ ７５ ６３ ３６ 小滝 裕也 fun
三宅  徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － W.O １６ 伊藤 幸治 FFTC － ６３ １６

男子ダブルス予選 予選決勝 大石 修二 FFTC
古川  直隆 ﾄｺﾛﾃﾝ － ６０ ６０ ６１ 本戦へ 市1位  中島 輝光 fun ４６
長島    惇 (川口市) 安部 健司 fun
円崎  直樹 武里 ７５ ２６ 市2位 北村 宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ － ６３ ５７
松井  克彦 武里 清水 謙 武里
中澤  征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － ６４ １６ 市3位 宮坂 広毅 FFTC － ５７

黒岩 信太郎 (さいたま市) 豊田 浩輝 FFTC
猪股  由之 ｴﾙｳﾞｪ － ４６ 市4位 早坂 一史 Ｆ４ － ６４ ２６
室井    亮 (越谷市) 木田 恵介 FFTC

市1位 清水    謙 武里 － ４６ 市5位 大山 涼 YOU － ４６
北村  宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ  白子 邦明 FFTC

市2位 豊田  浩輝 FFTC － ２６ 女子シングルス予選 予選決勝
宮坂  広毅 FFTC 前 三田 美加 FFTC － ６２ ６１ 本戦へ

市3位 安部  健司 fun ６３ ３６ 鈴木 恵 ﾚｯｸTS ３６
尾花  彰一 ﾙﾈｻﾝｽ 中橋 明花 ﾄｺﾛﾃﾝ ７６(6) ３６

市4位 佐野  大地 共栄大 W.O ５７ 宇佐美 美有紀 春硬 ６２ ７５ ０６
小林  啓太 共栄大 高橋 美和子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６１ ０６

市5位 鈴木    理 庄和 ６１ ６４ ３６ 内山 正子 真正館 ７６(0) ０６
深谷  優也 庄和 市1位 長妻 珠希 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ６３ ７５ ２６
三宅  徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ７６(3) ４６ 市2位 関根 綾子 ｴﾙｳﾞｪ ７６(5) ５７
藤原    仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 市3位 宇佐美 ゆみ 春硬 ６２ １６

女子シングルス予選 予選決勝 市4位  大場 朝子 FFTC ２６
原    菜月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － ６１ ６２ ６２ 本戦へ 市5位 谷利 麻理子 武里 １６
三田  美加 FFTC － ６０ ６０ ２６ 女子ダブルス予選 予選決勝
鈴木 みのり FFTC － ６２ ６１ ３６ 澤入 志津子 武里 － ７５ ６０ ３６
堀内  聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ － W.O ７５ ７６(2) 本戦へ 宮崎 浩美 (北葛飾郡)

市1位 宇佐美美有紀 春硬 － ６０ ６２ ６２ 本戦へ  岡田 明美 庄和 － ６１ ３６
市2位 関根  綾子 ｴﾙｳﾞｪ － ６０ ６(2)７  細野 美和 ﾙﾈｻﾝｽ
市3位 伊藤  智子 春硬 － １６ 市1位 伊藤 智子 春硬 － １６
市4位 宇佐美 ゆみ 春硬 － ６３ １６ 秋葉 彩 S.MAX
市5位 谷利 麻理子 武里 － ７６(5) １６ 市2位 宇佐美 ゆみ 春硬 － ６３ ６０ ６(5)７

鈴木    恵 ﾚｯｸTS － ３６  西江 美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ
大場  朝子 FFTC １６ 市3位 谷利 麻理子 武里 － ６１ ４６
内山  正子 真正館 － ６４ ３６ 関根 綾子 ｴﾙｳﾞｪ

女子ダブルス予選 予選決勝 市4位 村山 由紀 ﾄｺﾛﾃﾝ － ４６
澤入 志津子 武里 － ３６  高澤 愛 ﾙﾈｻﾝｽ
宮崎  浩美 (北葛飾) 市5位 井上 由起 FFTC － １６
福島  笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ６０ ６０ ６０ 本戦へ 新井 優子 ダボ
嶋津  和恵 (さいたま市)

市1位 谷利 麻理子 武里 ６１ ３６ 市5位 高澤    愛 ﾙﾈｻﾝｽ ３６
関根  綾子 ﾙﾈｻﾝｽ 岩田 美智子 ﾙﾈｻﾝｽ

市2位 岡田  明美 庄和 ６１ ６４ ６０ ２６ 井上  由起 FFTC － ２６
細野  美和 ﾙﾈｻﾝｽ 加藤  晶子 庄和

市3位 宇佐美 ゆみ 春硬 ６１ １６ 高橋 美和子 ﾄｺﾛﾃﾝ ０６
西江  美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 夏井  美恵 (越谷市)

市4位 奥山  洋子 ﾙｳｳﾞ － ６２ ０６ 小坂  草苗 庄和 － ５７
黒沢  文子 ﾙｳｳﾞ 秋葉    彩 S.MAX



（2）  ベテランの部

春季大会（平成26年4月) 秋季大会（平成26年10～11月)

平成26年4月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 平成26年10月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン男子シングルス６５歳以上本戦 ベテラン男子シングルス６０才以上本戦

石嶺 義雄 庄和 ２６、０６ 丸田 重人 ﾌﾞﾙｰぺりー ４６、７６(6) ６４、６３ ２６、６３
7-2 4-7

赤井 謙一 庄和 ７５、６1 １６、３６ 平成26年4月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
ベテラン男子シングルス６５歳以上本戦

平成26年4月 １回戦 ２回戦 決勝 石嶺 義雄 庄和 － ０６、０６
ベテラン男子シングルス７５才以上  本戦

仲田 政雄 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ２６、２６ 赤井 謙一 庄和 １６、１６

平成26年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子シングルス８０才以上  本戦    (3選手リーグ戦) ベテラン女子ダブルス４５才以上  本戦

 中川 寛 庄和 ４８ ９８(6) 1勝1敗 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ６１、７５ ４６、２６
２位 嶋津 和恵 (さいたま市)

平成26年4月 所属 １回戦 ２回戦 決勝 平成26年10月 １回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス５５才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス５５才以上  本戦

丸田 重人 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６４，７６(2) ４６、３６ 田川 明子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ６(5)７、４６

山口 育夫 (蓮田市) 若生 浩子 (川口市)
平成26年4月 所属 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６０才以上  本戦

榮水 直樹 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ７５、６２ ７５、６４ ６４、６１ (       ）は他の郡市テニス協会所属
播本 裕司 (さいたま市) 優勝

平成26年4月 所属 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス６５才以上  本戦

谷利 亨 武里 ２６、４６
中橋俊博 武里

平成26年4月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦

三田 美加 FFTC １６、７６(5) ５７、３６
前田  晶 (所沢市) 7-3 （3）  団体戦

福島 笑子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ６１、６(5)７

嶋津 和恵 (さいたま市) 3-7
平成26年4月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス５０才以上  本戦 平成27年1月10日(土)～11日(日)   於：川越市

澤入 志津子 武里 ６３、６１ ６３、６１ Ｗ．Ｏ
甲野  優子 (入間市) 優勝 結果 ： １回戦敗退

平成26年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス５５才以上  本戦

田川 明子 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ － ７６(7)、６１ ４６、７６(3) ６４、４６
若生 浩子 (川口市) 7-5 7-2優勝

平成26年4月 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 為石    攻
ベテラン女子ダブルス６０才以上  本戦 丸田有花、岡本華奈

髙橋 緑 庄和 ６２、６４ ０６，７６(5) 芳賀昭寛、及川克己
佐藤 美知子 (さいたま市) 2-7 中沢征樹、片柳公章

平成26年4月 １回戦 ２回戦 決勝 福島笑子、堀内聡乃
ベテラン女子ダブルス６５才以上  本戦 榮水直樹、丸田重人、菱川隆史

谷利 ゆり子 武里 ６１、６０ ２６、２４ 丸田有花
韮沢 寿美子 (幸手市) RET 及川克己

注：本戦の戦績のみ記載

第２９回埼玉県都市対抗戦(兼全国大会県予選会）

戦     績 スコア 対戦相手
１ 回 戦 ２勝５敗 さいたま市

親善試合 ４勝２敗 加須市

一般女子単
一般男子単

監督
一般女子複
一般男子複
ベテラン男子１部複

ベテラン女子複
ベテラン男子２部複



９．試合記録成績表  (3)埼玉県テニス協会 平成２７年度

（1）  一般の部

春季大会（平成27年5月～6月) 秋季大会（平成27年9月～10月)
資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝 資格 氏名 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 ４回戦 決勝
男子シングルス本戦 男子シングルス本戦

前 白石 拓 fun ６３、６１ ２６、４６ 前 及川 克己 ＭＡＸ ０６、１６
前 田之上 晴樹 fun 64、26、62 ０６、０６ 前 清水 謙 武里 １６、１６
SJ 福岡 勇成 fun ３６、４６ 前 白石 拓 fun ６１、６１ ６(8)７ １６

男子ダブルス本戦 男子ダブルス本戦
前 田中 謙伍 fun ６４、６１ ４６、６３ ２６、７６(4) 前 田中 謙伍 fun ７６(5)、６０ ７６(1)、６４ ７５、２６

田之上 晴樹 fun ６３ ４６ 田之上 晴樹 fun ６(8)７
前 元木 孝一郎 fun ２６，２６ 郡 北村 宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ ２６、１６

君島 洋一 fun 清水 謙 武里
前 木内 大輔 fun １６、６(4)７ 前 元木 孝一郎 fun ３６、５７

関 大輔 fun 君島 洋一 fun
前 白石 拓 fun 前 木内 大輔 fun ６４、５７

金子  涼介 (越谷市) 関 大輔 fun ０１Ret
女子シングルス本戦 DJ 白石 拓 fun ６３、６２ ６０、６３ ６３、６２ ６(5)７、５７

前 鈴木 みのり FFTC ６０、６０ 75、46、57 福岡 勇成 fun
前 原 菜月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ２６、４６ 女子シングルス本戦
前 三田 美加 ﾚｯｽﾞ ４６、５７ 前 三田 美加 ﾚｯｽﾞ 57、64、64 ３６Ret

女子ダブルス本戦 前 鈴木 みのり FFTC W.O ６２、６１ ５７，０６
前 澤入 志津子 武里 ３６、１６ 女子ダブルス本戦

宮崎 浩美 (北葛飾郡) 郡 細野 美和 ﾄｺﾛﾃﾝ ０６、０６
前 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙ ６1、６４ ２６，０６ 谷利 麻理子 武里

鈴木 みのり FFTC 郡 河村 真美 ﾚｯｽﾞ ７６(1)、６１ ６２，２６
前 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰ ６３、６２ １６、１６ 野村 由華 ﾚｯｽﾞ ２６

嶋津 和恵 (さいたま市) 前 堀内 聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙ ６３、６４ ６３，６２ １６，６３
郡 宇佐美 美有紀 春硬 ６(5)７、７５ 鈴木 みのり FFTC ３６

関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ ３６ 前 澤入 志津子 武里 ３６、２６
前 三田 美加 ﾚｯｽﾞ ７６(5)、５７ １６、６３ ４６、１６ 宮崎 浩美 (北葛飾郡)

郡 小林 恵美 (深谷市) ６３ １１Ret. 前 宇佐美 美有紀 春硬 ６３、６２ １６、６(4)７

前 伊藤 史子 ＭＡＸ ６1、６１ ４６、５７ 関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ
竹中 昭美 (越谷市) 前 伊藤 史子 ＭＡＸ ６１，６２ ６１，６２ ２６、３６

男子シングルス予選 予選決勝 竹中 昭美 (越谷市)
SJ 平田 篤 共栄大 － ６１ ４６ 前 福島 笑子 ﾌﾞﾙｰ ６１、６１ １６、２６
前 及川 克己 ＭＡＸ － ６３ ６２ ０６ 嶋津 和恵 (さいたま市)

前 関 大輔 fun W.O ３６ 郡 岩倉 佳美 庄和 ２６、１６
前 安部 健司 fun － ６(1)７ 板垣 かおり 庄和
前 清水 謙 武里 － １６ 前 三田 美加 ﾚｯｽﾞ ６１、５７ ６３Ret ０６、０６

市1位 中澤 征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙ － ６１ ４６ 小林 恵美 (深谷市) ６１
市2位 中島 輝光 fun － ６３ ６４ １６ 男子シングルス予選 予選決勝
市3位 伊東 健一 ﾄｺﾛﾃﾝ － ３６ SJ 平田 篤 共栄大 － ６１ ６１ ６(2)７
市4位 鈴木 健太 ﾄｺﾛﾃﾝ － ２６ 前 及川 克己 ＭＡＸ － ６３ ６３ ６３ 本戦へ
市5位 糸井 大典 ｱﾙﾄ W.O １６ 前 中島 輝光 fun － ２６
男子ダブルス予選 予選決勝 前 清水 謙 武里 － ６２ ６１ ６４ 本戦へ
市1位 中澤 征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙ － ６０ ６４ ３６ 前 安部 健司 fun － ２６

清水 謙 武里 前 関 大輔 fun － ６４ ２６
市2位 三宅 徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙ － ６２ ３６ 市2位 藤原 仁 ﾊﾟﾜﾌﾙ － W.O ３６

藤原 仁 ﾊﾟﾜﾌﾙ 市4位 早坂 一史 Ｆ４ － ５７
市3位 宮坂 広毅 FFTC ６４ ４６ 市Ｂ６ 伊東 健一 ﾄｺﾛﾃﾝ － ６１ ５７

豊田 浩輝 FFTC 市Ｂ６ 中澤 征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙ － W.O ６(6)７
市4位 中島 輝光 fun ６１ ６１ ６１ １６ 市Ｂ８ 石井 学 ﾄｺﾛﾃﾝ － W.O ０６

安部 健司 fun 東 出口 卓央 ｱﾙﾄ ６２ ０６
市5位 深谷 優也 庄和 ６３ ６２ ６１ ２６ 男子ダブルス予選 予選決勝

鈴木 理 ｴﾙｳﾞｪ 前 中島 輝光 fun － ４６
東 円崎 直樹 武里 １６ 安部 健司 fun

松井 克彦 武里 前 深谷 優也 庄和 － ２６
女子シングルス予選 予選決勝 鈴木 理 ｴﾙｳﾞｪ

前 原 菜月 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ － ６０ ６２ W.O 本戦へ 市1位 北村 宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ － ６３ ６２ ６１ 本戦へ
前 宇佐美 美有紀 春硬 － ０６ 清水 謙 武里
前 鈴木 みのり FFTC － W.O ７６(4) ６２ 市2位 星 善弘 庄和 － ２６

市2位 関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６２ ２６ 谷山 友彦 庄和
市3位 髙澤 愛 ﾙﾈｻﾝｽ － ６１ １６ 市3位 瀬戸 秀治 FFTC － ４６
市4位 高橋 美和子 ﾄｺﾛﾃﾝ ７５ W.O ６４ ２６ 町田 兆至 FFTC
市5位 宇佐美 ゆみ 春硬 － ６２ ０６ 市4位 早坂 一史 Ｆ４ ２６

南 植松 智美 ﾄｺﾛﾃﾝ － ０６ 木田 恵介 FFTC
R 鈴木 恵 ﾚｯｸTS － ２６ 市Ｂ６ 吉川 一輝 RTT － ５７

女子ダブルス予選 予選決勝 福迫 弘晃 RTT
前 宇佐美 ゆみ 春硬 － ２６ 市Ｂ６ 宮田 大輔 ダボ ６２ ３６

西江 美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙ 関根 健 ﾄｺﾛﾃﾝ
前 伊藤 史子 ＭＡＸ － ６０ ６１ ６１ 本戦へ Ｆ 中澤 征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙ － ＮｏＳｈｏｗ

竹中 昭美 (越谷市) 黒岩 信太郎 (さいたま市)

市1位 宇佐美 美有紀 春硬 － ６２ ６１ ６３ 本戦へ Ｆ 三宅 徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙ － ６２ ３６
関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ 藤原 仁 ﾊﾟﾜﾌﾙ

市2位 岩倉 佳美 庄和 ２６ 女子シングルス予選 予選決勝
板垣 かおり 庄和 前 宇佐美 美有紀 春硬 － ６４ １６

市3位 井上 由起 FFTC － ４６ 前 高橋 美和子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６４ ０３Ｒｅｔ
加藤 晶子 庄和 市2位 伊藤 智子 春硬 １６

市4位 大場 美智子 FFTC － ６(3)７ 市3位 宇佐美 ゆみ 春硬 ６１ ２６
島村 規子 FFTC 市4位 関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ ６３ ３６

市5位 伊藤 智子 春硬 － ３６ 市Ｂ６ 木田 美希 FFTC １６
秋葉 彩 ＭＡＸ 市Ｂ６ 大場 朝子 FFTC １６

東 奥山 洋子 ﾙｳｳﾞ － ５７ Ｆ 鈴木 恵 ﾚｯｸTS ６１ ６３ １６
黒沢 文子 ﾙｳｳﾞ

Ｌ 平野 幸子 庄和 － ７５ ３６
長嶋 伸子 (蓮田市) 秋季大会女子ダブルス予選は、次ページ（ベテランの部）の下方に記載



（2）  ベテランの部

春季大会 秋季大会
平成27年4月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 平成27年10月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン男子シングルス６０歳以上本戦 ベテラン男子シングルス６０歳以上本戦

丸田  重人 ﾌﾞﾙｰ １６、６(3)７

ベテラン男子シングルス７０歳以上本戦 ベテラン男子シングルス７０歳以上本戦
石嶺  義雄 フジ ４６、１６

平成27年4月 １回戦 決勝 平成27年10月 １回戦 決勝
ベテラン男子シングルス８０才以上  本戦 ベテラン男子シングルス８０才以上  本戦

中川    寛 庄和 ８４ ０８

平成27年4月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝 平成27年10月 所属 １回戦 ２回戦 ３回戦 決勝
ベテラン男子ダブルス４５才以上  本戦 ベテラン男子ダブルス10５才以上  本戦

中澤  征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙ ６４，６４ ６２、６２ Ｗ.Ｏ １６、４６
黒岩信太郎 (さいたま市)

平成27年4月 所属 １回戦 ２回戦 決勝 平成27年10月 所属 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子シングルス４５才以上  本戦 ベテラン女子シングルス10５才以上  本戦

板垣 かおり 庄和 ３６，１６

平成27年4月 １回戦 決勝 平成27年10月 １回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４０才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス10０才以上  本戦

三田  美加 ﾚｯｽﾞ ６１、７６(4) ６２，６０
溝渕  佳子 (川越市) 優勝

平成27年4月 １回戦 ２回戦 決勝 平成27年10月 １回戦 ２回戦 決勝
ベテラン女子ダブルス４５才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス10５才以上  本戦

福島  笑子 ﾌﾞﾙｰ － ６２、６０ ４６、４６
嶋津  和恵 (さいたま市)

ベテラン女子ダブルス６５才以上  本戦 ベテラン女子ダブルス６５才以上  本戦
谷利 ゆり子 武里 ７６(1)、６３ ６(3)７、６１
原田  安子 (越谷市) 5-7

注：本戦の戦績のみ記載 注：本戦の戦績のみ記載

（1）  一般の部

秋季大会（平成27年9月～10月)

女子ダブルス予選 予選決勝
前 宇佐美 美有紀 春硬 － ６１ ６３ ６３ 本戦へ

関根 綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ
前 宇佐美 ゆみ 春硬 － ６(4)７

西江 美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙ
市1位 河村 真美 ﾚｯｽﾞ － ６２ ７６(4) ６１ 本戦へ

野村 由華 ﾚｯｽﾞ
市2位 岩倉 佳美 庄和 － ７６(2) ７６(5) ７６(5) 本戦へ

板垣 かおり 庄和
市3位 内藤 周子 ﾄｺﾛﾃﾝ － １６

海老島 美枝 ﾙﾈｻﾝｽ
市4位 細野 美和 ﾄｺﾛﾃﾝ ６４ ６０ ６０ ６０ 本戦へ

谷利 麻理子 武里
市Ｂ６ 伊藤 智子 春硬 － ６０ ２６

秋葉 彩 ＭＡＸ
市Ｂ６ 中川 教子 庄和 ６(2)７

平田 由香 YOU
Ｐ 中橋 明花 ﾄｺﾛﾃﾝ － Ｎｏｔ Ｐｌａｙｅｄ

古賀 千恵 ﾄｺﾛﾃﾝ



９．試合記録成績表   (4) 全国大会

全国大会（県予選会を含む）団体戦

平成１８年度～２０年度 平成２３年度

データ  なし ★ 第２４回全国スポーツ・レクリェーション祭栃木大会

チーム名 ： V.ドリーム
平成２１年度 メンバー

★ 第２２回全国健康福祉祭  北海道・札幌大会
   ねんりんピック北海道・札幌２００９  テニス交流大会

埼玉県代表 ： 彩の国･藤と大凧チーム(春日部市） ☆  埼玉県代表チーム選考会（トーナメント）
平成23年1月29日(土)、2月19日(土)    

平成21年9月5日(土)～7日(月)   於：帯広市 於：大宮第二公園テニスコート

競技方法 ： 団体戦（男子60歳、70歳、女子60歳以上）
               予選リーグ後、順位別トーナメント

結果 ： ３位トーナメント  ベスト８
粕谷悦子氏は、女子最高齢プレイヤーで受賞

メンバー ☆  全国大会
平成23年11月5日（土）～ ７日（火）
於 ： 栃木県 Ｇブロック    ３勝０敗     １位

結果 ： 決勝第１位グループ    ３位

予選リーグ ２勝１敗     ３位 予選リーグ
勝敗 勝ｹﾞｰﾑ率 順位 チーム スコア 勝敗 順位

埼 ２－１ .596 １位 ３－０ １－２ ３位
玉 ０－３ ４位 Ｖ.ドリーム ３－０ ０－３ ４位
県 ２－１ .588 ２位 ２－１ ２－１ ２位

２－１ .500 ３位 ３－０ 1位

決勝３位トーナメント    ベスト８ 決勝第１位トーナメント

１回戦
Ｖ.ドリーム ２回戦

３回戦

平成２２年度 平成２４年度

★ 第２３回全国スポーツ・レクリェーション祭富山大会 ★ 第２５回全国ねんりんピック宮城仙台大会 2012

チーム名 ： 武里ホワイトタイガース 埼玉県代表 ： 彩の国･藤と大凧チーム(春日部市）
メンバー

メンバー

☆  埼玉県代表チーム選考会（トーナメント）
平成22年1月30日(土)、2月13日(土)    平成24年10月13日（土）～ 16日（火）
於：大宮第二公園テニスコート 於 ： 宮城県仙台市 Oブロック    ３勝０敗     １位

結果  ：  優勝   結果 ： 決勝第１位グループ    1回戦敗退

予選リーグ
チーム スコア 勝敗 順位
彩の国 ３－０ １位

藤と大凧 ２－１ ０－３ ４位
☆  全国大会 チーム ２－１ １－２ ３位
平成22年10月16日（土） ～ 10月19日（火） ２－１ ２－１ ２位
於 ： 富山県 Ｆブロック    ３勝０敗     １位

決勝第１位トーナメント
結果 ： 決勝第１位グループ    ３位

彩の国 １回戦
予選リーグ 藤と大凧 ２回戦

スコア 勝敗 順位 チーム

３－０ １－２ ３位
２－１ ２－１ ２位
３－０ ０－３ ４位

３－０ １位
平成２５年度～２６年度

決勝第１位トーナメント
戦     績 出場なし
１ 回 戦
２ 回 戦
３ 回 戦

ホワイト ２－１ 富山県Ｆ
タイガース １－２ 千葉県

埼玉県

スコア 対戦相手
武    里 ２－１ 青森県

武    里 愛媛県
ホワイト 富山県Ｄ

タイガース 神奈川県

０－３ 宮崎県
チーム 対戦相手

鳥取県
高知県

スコア 対戦相手
－ －

対戦相手
決  勝 ２－１ 草食系タイガース 埼玉県

岩手県

２回戦 ３－０ ブロッサム
３回戦 ２－１ サルビア

70歳以上男子ダブルス 下陸    栄明 江原   良平

１回戦 Bye

60歳以上男子ダブルス 谷利       亨 中橋   俊博
30歳以上混合ダブルス 清水    謙 福島  笑子 60歳以上女子ダブルス 谷利 ゆり子 江原 和賀子

50歳以上混合ダブルス 彦野  義明 黒河  美幸
40歳以上混合ダブルス （茶木明彦） 澤入志津子

２ 回 戦 １－２ 宮崎県 ２－１ 栃木県F
１－２ 韓国B

対戦相手
１ 回 戦 ３－０ 北海道Ｃ ２－１ 群馬県

２－１ 高知県 栃木県H
埼玉県 埼玉県

戦     績 スコア 対戦相手 スコア

１－２ 北九州市 岐阜県
２－１ 長野県 秋田県

60歳以上男子 谷利     亨 中橋  俊博

スコア 対戦相手 対戦相手

70歳以上男子 下陸  栄明 相沢  恒夫
60歳以上女子 髙井  公子 粕谷  悦子

決  勝 ６０、２６、６０ トップスピン

監      督 谷利 ゆり子

３回戦 ６４、７５、７６(0) ジュピター

30歳以上混合ダブルス 遠藤  和弘 伊藤  史子

スコア 対戦相手
１回戦 －

50歳以上混合ダブルス 田口    滋 喜多  初代
40歳以上混合ダブルス （五十嵐直弘） (高橋真千子）

２回戦 ６０，６２，６４ KOM．あいねっと



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名    簿 

 



１０． 平成２７年度  春日部市テニス協会  役員名簿

  【  役    員  】 【  ク ラ ブ 理 事  】

役     職 氏   名 所    属 ク  ラ  ブ  名 氏   名

1 会    長 栗岡　俊丈 ＴＣ庄和 1 武里テニスクラブ 近藤  　裕

2 副 会 長 加賀山克己 春日部硬式 2 春日部硬式テニスクラブ 菅田　行一

3 副 会 長 青山  公子 ルウヴ 3 春日部フジテニスクラブ 四家  喜一

4 理 事 長 大前    進 ＴＣ庄和 4 ＴＣ庄和 小坂  良二

5 副理事長 彦野  義明 武里ＴＣ 5 スポーツマックス 岡本　義幸

6 会計理事 田浦  悦彦 ＦＦＴＣ 6 YOUテニスクラブ 栗原  謙司

7 会計理事 澤入志津子 武里ＴＣ 7 ブルーベリーテニスクラブ 丸田  重人

8 常務理事 綿貫  弘次 グローバル 8 ＬＯＵＶＥテニスクラブ 青山　公子

9 常務理事 永田  時子 春日部硬式 9 パワフルズ 布川　孝二

10 常務理事 根本  信彦 春日部硬式 10 FFTC 田浦　悦彦

11 常務理事 岩阪　眞詩 ＦＦＴＣ 11 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 綿貫　弘次

12 常務理事 熊田  靖雄 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫﾙﾄ 12 Ｒ.Ｔ.Ｔ 吉川  一輝

13 常務理事 平　  恵子 ＴＣ庄和 13 テニスハウスｆｕｎ春日部 関　  大輔

14 常務理事 松林    繁 Ｆｒｏｍ４ 14 月・木テニスクラブ 鵜飼  捷一

15 常務理事 村山　征寛 ﾗｹｯﾄでﾄｺﾛﾃﾝ 15 木友会テニスクラブ 荒井  　亨

1 会計監査 荒井    亨 木友会 16 ダブル・フォルト 池田　力也

2 会計監査 吉田　忠典 ﾚｯｽﾞｳｪｰﾌﾞ 17 アルトバイエルン 糸井　大典

1 専任理事 為石    攻 ブルーベリー 18 From4（フロムフォー） 荒井美津子

2 専任理事 高橋  一博 パワフルズ 19 エルヴェ 猪股  由之

3 専任理事 工藤  　信 パワフルズ 20 D&M（ディーアンドエム） 鮫島　  博

4 専任理事 小坂　良二 ＴＣ庄和 21 ルネサンス春日部 宮本　教昭

5 専任理事 宮本  教昭 ルネサンス 22 レッズ ウェーブテニスクラブ 吉田　忠典

6 専任理事 荒井美津子 Ｆｒｏｍ４ 23 ラケットでトコロテン 村山  征寛

7 専任理事 中村　亮太 グローバル 24 レックテニススクール春日部 栗田  晃男

8 専任理事 栗原  謙司 ＹＯＵ 25 共栄大学 平田    篤

【  顧 問 ・ 相 談 役  】

1 顧    問 油井  正幸 ブルーベリー

2 顧    問 下陸  栄明 武里ＴＣ

3 顧    問 福澤    智 武里ＴＣ

4 顧    問 堀内哲嗣郎 春日部硬式

5 相 談 役 四家　喜一 春日部フジ



１１．平成２７年度  春日部市テニス協会会員
  線の右側は後期登録者

１．武里テニスクラブ 代表者 近藤  　裕

【 男子 】

石川  正夫 円崎  直樹 大槻  憲二 近藤  裕 栄  武男 清水  謙 下陸  栄明 首藤  七郎 瀬戸  文博 曽根  健介

高橋  明 谷利  亨 中島  圭祐 中橋  俊博 橋本  真吾 長谷川  幸太 花田  一成 浜田  藤夫 彦野  義明 福沢  智

松井  克彦 松岡  敦彦 松本  雄太 三浦  孝志 柳  荘一 米地  篤 渡辺  浩崇

【 女子 】

青木  修子 石川  慧子 大木  恵子 佐々木  世紀子 澤入  志津子 篠原  恵子 柴田  泰子 清水  知子 白崎  寛子 鈴木  君枝

鈴木  洋子 須田  倫子 高野  真由美 高橋  幸江 竹内  素子 谷利  麻理子 谷利  ゆり子 谷口  幸江 塚本  裕子 豊川  靖子

中津  洋子 長野  美奈子 中村  晴代 彦野  秀子 彦野  由香里 福沢  幸子 福田  みよこ 松岡  直子 溝渕  智子 山嵜  雪子

渡辺  明子

２．春日部硬式テニスクラブ 代表者 菅田　行一

【 男子 】

阿部  孝 井汲  隆一 井上  智夫 浦部  一男 加賀山  克己 風見  敬一 粕谷  資農夫 菊池  隆児 北沢  勉 久保  裕稔

黒沼  喜久二 斉藤  正博 佐藤  栄次 宍倉  正浩 嶋田  忠一 菅田  行一 鈴木  聖一 田口  伸也 田村  彰 遠山　  孝義

中川  道雄 中斉  雄二 永田  裕 中野  憲 那須  仁志 沼﨑  盛次 根本  信彦 長谷川　雅美 林田  雄三 藤木  幸宏

堀内  哲嗣郎 松岡  信弘 圓子  航平 圓子  武蔵 圓子  恭弘 三浦  広光 山下  裕基 山本  昌弘 斉藤  亮太 坂野  優壮

【 女子 】

跡部  いずみ 板坂  友子 伊藤  智子 岩田  由紀 宇佐美  美有紀 宇佐美  ゆみ 江尻  靖子 大久保  久仁子 大町  敬子 小川  麗子

奥山  華恵 長田  智美 粕谷  悦子 川渕  奈穂 河村  幸子 木田  温世 北原  佳子 沓名  知子 工藤  貞子 栗本  章子

黒沼  幸子 小嶋　 留理子 小林  美弥子 佐藤  ゆかり 杉本  恵子 諏合  るり 鈴木  由美子 清野  淑子 曽我  智子 高橋  陽子

土岐  由美子 虎谷  恵子 永井  知子 中川  由美子 長瀬  芳江 永田  時子 中谷  美奈子 中村  晴子 中村  尋子 中村  光枝

奈良  ライラ 西山  由紀子 野呂  恵子 沙魚川  彩子 福島  たえ子 古澤  優子 細木  洋子 堀内  ヒデ子 堀本  陽子 松岡  みどり

水口  恵梨香 三角  由依 山田  昌江 吉村  真由美 渡辺  みゆき

３．春日部フジテニスクラブ 代表者 四家  喜一

【 男子 】

飯盛  幸利 石嶺  義雄 今村  隆文 椛田  誠一郎 四家  喜一 陶山  晃 戸田  敏夫 陶山  泰久 橋本  一弘 橋本  英樹

【 女子 】

遠藤  美紀子 斉藤  京子

４．ＴＣ庄和 代表者 小坂  良二

【 男子 】

相澤  勝久 赤井  謙一 浅見  徳也 阿部  仁 石川  丈 岩本  達也 上原  浩 宇賀  博之 牛島  修二 大川原  隆

大島  輝男 大杉  潤一 大前  進 岡部  好治 岡本  博 尾崎  研吾 折田  隆三 春日  敏雄 加藤  勲 角野  好徳

金子  昌巳 河合  和彦 北濱  信彦 栗岡  俊丈 栗原  徹哉 小坂  良二 根田  恵一 今野  忠光 佐久間  一也 佐藤  周平

佐藤  正幸 沢頭  勇逸 柴田  幸雄 島村  和利 島村  誠 清水  智 庄村  伸正 新藤  規雄 須賀  秀雄 須貝  和則

須貝  聖也 鈴木  透 鈴木  宣久 須藤  清美 関根  猛 関根  幸夫 関野  将司 染谷  一敏 染谷  伸幸 高岡  秀光

高草木  正俊 滝澤  篤志 田口  滋 谷山  友彦 玉谷  明男 近田  浩之 土屋  久男 時田  衛 長岡  信夫 中川  寛

中島  宏人 中野  智重 中間  和彦 中山  祥一 永吉  申作 新名  清志 林  優利 原田  循介 深谷  優也 藤間  丈

藤山  浩志 星  善弘 松本  和生 水落  文男 村上  直樹 村上  政幸 最上  照信 森本  明伸 山谷  慶吾 吉田  倫彰

米澤  圭祐 米丸  一樹

【 女子 】

相澤  英子 浅利  理絵 家田  彩子 池田  紀子 池谷  隆子 石崎  さとみ 石塚  明美 石野  美智子 板垣  かおり 岩倉  佳美

宇野  純子 大串  強子 大前  真理子 岡田  明美 岡本  華奈 小此木  恵美子 小野寺  文子 笠原  やす江 加藤  晶子 加藤  栄子

河口  正美 川鍋  恵美子 喜多  初代 北濱  富佐子 君村  規子 桐明  静香 小坂  早苗 小林  照美 小谷野  静子 笹野  陽子

佐藤  恵子 佐藤  秀子 柴田  友紀 清水  佐和 須貝  裕美 鈴木  幸子 関根  敏子 平  恵子 高岡  久美子 髙橋  緑

竹内  しのぶ 多田  政枝 舘島  恵 田中  和江 玉谷  重子 土屋  瑞江 津浪  佳代子 富永  芳枝 中川  教子 中里  あつ子

中野  みゆき 西前  祥子 野村  啓子 林  美幸 平野  幸子 殖木  富子 堀内  留利子 増田  宏美 村上  裕美子 村田  淳子

森  洋子 吉田  麻子 吉田  みさ子 米丸  理子 篠崎  富美子

５．スポーツマックス 代表者 岡本　義幸

【 男子 】

及川  克己 岡本  義幸 金子  明 重本  信哉 平井  貴之

【 女子 】

秋葉  彩 伊藤  史子 遠藤  寿子 亀谷  緑 日下部  由美子 倉持  純子 鈴木  晶子 鈴木  登美子 樋口  たか子 松本  美奈子

山崎  千恵子

６．YOUテニスクラブ 代表者 栗原  謙司

【 男子 】

新井  正起 荒川  浩 飯村  高 石井  文男 伊藤  輝 祷  俊一郎 大山  涼 大和田  和男 岡田  陽丞 加賀谷  彰造

葛城  秀昭 菅野  敦 菊川  益敬 栗原  謙司 斉藤  貴士 佐藤  幸三 島谷  一城 白井  勉 染谷  正典 高橋  章雄

多鹿  大輔 田野  哲也 角田  智之 福島  誠 間仲  順一 丸山  秀幸 山下  秀夫 山谷  行宣 吉田  孝宏 渡辺  和夫

【 女子 】

荒川  雅子 飯村  純子 遠藤  矢余子 大野  悦子 岡野  靖子 荻原  亨美 葛城  智恵子 喜友名  孝子 小池  絵理 鈴木  美賀

平田  由香 増山  みゆき 宮川  すなお 山田  昌子 横山  紀子

７．ブルーベリーテニスクラブ 代表者 丸田  重人

【 男子 】

上園  大助 榮水  直樹 片柳  出海 片柳  公章 田川  秀美 為石  攻 芳賀  昭寛 菱川  隆史 丸田  重人 油井  正幸
【 女子 】
黒河  美幸 田川  明子 福島  笑子 古坂  訓子 松本  和美 丸田  百代 丸田  有花

８．ＬＯＵＶＥテニスクラブ 代表者 青山　公子

【 女子 】

青山  公子 奥山  洋子 木村  美穂 黒沢  文子 高野  美代子 武藤  惠子



９．パワフルズ 代表者 布川　孝二

【 男子 】

赤澤  高之 遠藤  高夫 大根田  剛 加藤  稔 工藤  信 國玉  聡 栗本  卓 斎藤  忠 佐藤  誠 鈴木  毅

高橋  一博 高橋  正仁 塚本  剛 中澤  征樹 仲田  政雄 生井  弘義 布川  孝二 羽石  隆志 藤原  仁 堀内  元就

本間  晋 三宅  徹志 山本  雄史 湯川  克巳 渡邊  顕 渡辺  真人

【 女子 】

植木  寿子 大根田  きよこ 小見  頼子 杉俣  久美子 中村  寿子 西江  美枝 堀内  聡乃 堀内  宏恵 道広  節子

１０．FFTC 代表者 田浦　悦彦

【 男子 】

伊藤  幸治 岩阪  眞詩 大石  修二 大場  之博 岡田  和彦 小河原  友則 奥山  進 木田  恵介 木村  昭憲 木村  康治

佐々木  久人 佐藤  直樹 白子  邦明 鈴木  勝也 鈴木  荘右 瀬戸  秀治 田浦  悦彦 田尾  晃久 豊田  浩輝 畑中  博

町田  兆至 宮坂  広毅

【 女子 】

新井  あゆみ 安藤  とし江 安藤  弘美 石川  香織 井上  由起 大場  朝子 大場  美智子 柏原  真澄 金子  光江 川和  昌美

木田  美希 坂本  陽子 島村  規子 鈴木  みのり 田浦  弘美 谷口  真弓 富田  十和子 松本  雅子 宮坂  直子 宮田  恵理子

目黒  千速 山崎  明子

１１．グローバルプロテニスアカデミー 代表者 綿貫　弘次

【 男子 】

新井  直孝 白子  侑磨 田端  優人 中村  亮太 東  孝明 武藤  誠 茂木  要人 綿貫  弘次 綿貫  陽介 田中  春吉

渡辺  宏司

【 女子 】

北川  果央子 沓名  紗季 沓名  真歩 多田羅  敦未 原  菜月 会沢  昌代 田中  佐智子

１２．Ｒ.Ｔ.Ｔ 代表者 吉川  一輝

【 男子 】

福迫  弘晃 吉川  一輝

１３．テニスハウスｆｕｎ春日部 代表者 関　  大輔

【 男子 】

相場  忠 安部  健司 井沢  康夫 大島  廣之 加藤  政夫 角屋  涼太 木内  大輔 君島  洋一 白石  拓 関  大輔

田中  謙伍 田中  天 田之上  晴樹 中島  輝光 中山  晃 福岡  勇成 元木  孝一郎 森下  是

【 女子 】

石塚  佳代子 岩瀬  富恵 片柳  深雪 加藤  広子 小林  紀子 小和板  智子 相馬  康子 中島  千穂 中村  麻衣 中山  静江

中山  真澄 新実  昌美 新実  柚里香 牧  良子 益子  千恵美 松本  布美子 森田  和子 吉田  尚子

１４．月・木テニスクラブ 代表者 鵜飼  捷一

【 男子 】

鵜飼  捷一 江連  祐彦 小林  英二 西郷  功 斎藤  芳雄 山本  保

【 女子 】

吉見  登美子

１５．木友会テニスクラブ 代表者 荒井  　亨

【 男子 】

荒井  亨 新井  正弘 飯塚  眞人 石井  久夫 石黒  俊夫 市原  淑行 岡野  好光 岡本  稔 奥田  城民 齋藤  修

佐川  惣重 高鳥  邦平 高橋  三郎 舘林  孝利 辻  和衛 土田  重男 中澤  幸雄 中島  勉 矢部  敏治 吉岡  広雄

吉田  義之

【 女子 】

浅瀬石  弘美 浅瀬石  美津江 新井  洋子 石崎  澄江 犬飼  澄子 金子  滋子 佐藤  温子 柴山  清子 津村  芙美子 冨岡  陽子

松浦  啓子 松尾  典子 吉村  恵巳子

１６．ダブル・フォルト 代表者 池田　力也

【 男子 】

新井  俊行 新井  伸之 池田  力也 池田  遼太 上原  旭 金井  弘隆 神崎  敦史 木下  義之 熊田  靖雄 栗原  修一

郡嶋  政司 真田  一 杉本  一夫 竹之内  昌敏 長谷川  広大 古谷  恒治 増渕  典孝 宮田  大輔 山野井  啓悟 山野井  浩志

芳口  哲也 若尾  颯馬 渡辺  文彦 糸雅  順一 倉若  奨

【 女子 】

新井  優子 池田  由美 岩岳  詠美 移川  陽子 小野田  希文 小野寺  順子 嶋村  洋子 森泉  薫 若尾  真理子 遠藤  仁美

１７．アルトバイエルン 代表者 糸井　大典

【 男子 】

糸井  大典 品田  賢大 染谷  淳一 出口  卓央 藤田  雅量 糸井  久典

１８．From4（フロムフォー） 代表者 荒井美津子

【 男子 】

岡本  絢葵 尾崎  徹 小松  尚次 高見  啓生 棚町  謙一 仲矢  勉 早坂  一史 堀川  弘行 松林  繁 山本  晴康

吉田  敦 吉中  康哲

【 女子 】

荒井  美津子 石山  嘉子 尾崎  裕子 志賀  三千代 高見  昌代 戸枝  よし江 濱野  江利子 吉田  智子

１９．エルヴェ 代表者 猪股  由之

【 男子 】

池田  典義 猪股  由之 右川  信司 右川  大河 木原  功仁 鈴木  理 多田羅  徹 廣瀬  優 村沢  烈史 室井  亮

三国  修資

【 女子 】

猪股  妙子 猪股  央 神戸  幸代 坂本  香織 城野  茜 高杉  美貴子 高橋  奈津美 竹中  昭美 藤井  玉青 前  志津香

望月  直美 柏  由紀 鈴木  理紗



２０．D&M（ディーアンドエム） 代表者 鮫島　  博

【 男子 】

遠藤  聡 鮫島  博 名倉  雅樹 森実  孝則 森田  伸康

【 女子 】

遠藤  奈弓 川島  清美 坂井  昌子 鮫島  雅子 名倉  富美子 森実  まゆ

２１．ルネサンス春日部 代表者 宮本　教昭

【 男子 】

飛鳥馬  孝之 石田  敬是 石田  匠弥 猪瀬  耕二 大島  浩幸 尾花  彰一 川島  健一 近藤  琢磨 近藤  玲央 斉藤  広大

下山  雄一 杉田  修治 多賀  義郎 高野  幹裕 玉井  雅一 豊田  裕光 豊田  未知夫 浜田  修平 林  正治 水野  聡太

宮崎  直人 宮本  教昭 森田  誠 森田  葵 森山  友貴 飯塚  稔 川口  義直 木村  和孝 高野  薫 滝野  晃

都倉  貴宏 中村  大樹

【 女子 】

岩田  直子 岩田  美智子 海老島  美枝 大竹  あゆ美 岡山  和恵 近藤  麻紀子 佐藤  美和子 鈴木  真澄 髙澤  愛 玉井  ひろ子

野崎  彩乃 野崎  しのぶ 日吉  春子 前原  良子 松沢  英子 村田  千春 山本  千春 酒寄  未来 田村  浩美

２２．レッズ ウェーブテニスクラブ 代表者 吉田　忠典

【 男子 】

青野  和正 圷  秀和 阿部田  仁 石塚  柾実 泉谷  拓身 市川  和明 一色  賢三 伊藤  康二 井上  桂宏 今井  歩

上原  洋己 宇田  勲 太田  友徳 大沼  円文 大森  博 小倉  晴雄 樺山  輝明 鎌形  裕介　 川田  一夫 岸田  洋司

北村  博 木村  敦 工藤  英樹 工藤  祐也 熊谷  盛樹 倉上  雄樹 倉橋  渉 桑野  健 小林  茂樹 小林  誠

斉藤  禎昭 斉藤  重治 斉藤  二朗 斉藤  太一 坂平  祐樹 相楽  毅 宍倉  正 篠崎  智紀 代田  純也 須賀  文隆

鈴木  隆之 鈴木  哲也 高鳥  信一 高橋  謙造 高橋  達郎 武田  卓大 竹松  博孝 千代田  範人 土屋  和彦 釣部  高司

中司  琢也 中野  哲也 仲野  十和田 新山  好造 西澤  洋人 長谷川  典夫 日置  太一 樋口  智明 日高  誠 平井  利志

藤本  勇二 細井  亮吾 増田  勝也 松本  隆 宮里  良道 村田  英臣 森  勇二 森下  功貴 森高  義朗 柳沢  篤

山木  啓一郎 山田  拓 山田  達也 山本  佳之 吉田  忠典 吉弘  岳夫 米倉  靖行 米沢  孝治 渡辺  剛徳 渡邉  徳篤

渡部  直厳 粟屋  雄稀 石島  祐輝 一條  雅人 橋井  克岱

【 女子 】

相澤  直子 浅井  京子 荒井  妙子 粟屋  淳子 飯田  洋子 石井  美幸 石川  みゆき 石倉  雅子 榎本  里美 大久保  美香

大高  慈美 大野  梨香 大橋  悦子 小澤  梨沙 越智  智子 香川  清香 風間  尚代 加島  由美子 苅米  恵子 苅谷  由紀子

河村  真美 木下  真理 工藤  美香 国延  友子 倉上  かおる 倉橋  玲子 後庵  恭子 小西  裕子 小路  由美 斉藤  千歳

斉藤  陽子 三枝  由起枝 酒井  京子 坂田  利永 佐々木  淑子 佐藤  友美 鈴木  由紀子 高木  智子 高遠  美子 高野  恵美子

高橋  梨絵 滝山  聖子 立川  奈美 谷川  久美子 谷口  民子 寺島  理恵 中川  美奈 中島  裕子 仲野  日奈子 夏井  美恵

野村  由華 蓮見  恵子 初澤  千浪 林  芙美子 平井  かおり 藤田  伸子 前田  かおり 松岡  成美 松田  明子 間宮  則子

三浦  由香 三田  美加 光永  薫 宮岡  祐子 宮川  直巳 宮下  千明 椋野  玲子 村岡  ゆかり 米澤  久美子 森  和美

守屋  千治 八木下  知恵 山木  真知子 山田  栄子 山田  麻理子 山本  美恵子 吉川  絵里奈 吉田  和美 渡邉  和子 黄木  恭子

２３．ラケットでトコロテン 代表者 村山  征寛

【 男子 】

青木  大輔 赤坂  俊浩 秋山  大輔 飯田  典幸 飯野  義一 石井  学 石田  浩嗣 石本  遼 伊東  健一 植木  優

江口  寛隆 海老原  和雄 海老原  拓斗 海老原  雄輝 遠藤  正明 遠藤  幸成 及川  大輔 大川  翼 大戸  一希 岡田  真人

岡部  好治 荻野  浩杏 小倉  一世 片平  真史 加藤  秀昭 川越  祐二郎 川島  修平 菊池  大輔 北村  宣喜 倉持  吉伸

黒瀬  二郎 桑野  学 小池  光彰 神前  昭 小滝  裕也 小林  雄一 小堀  達也 齋藤  新悟 齋藤  雅人 斉藤  祐貴

相楽  有三 佐藤  健一 宍戸  十志光 篠田  淳一 島村  隼人 清水  宏 鈴木  健太 鈴木  智巳 関  博之 関根  健

相馬  達夫 高田  祐二 田口  俊英 竹内  達彦 田下  茂樹 田島  保明 舘崎  和成 田中  芳樹 田辺  翔太 田沼  雅己

玉造  秋彦 塚本  卓也 塚本  栄人 津村  賢 剣  大輔 富岡  優一 豊田  拓巳 内藤  功 直井  和徳 仲條  健司

中村  誉 西澤  孝浩 西山  侑希 野口  由雄 能登谷  尚人 野村  聡一郎 蓮見  仁著 林  良樹 原口  聡 原田  拓一郎

古川  直隆 古河  誠 帆足  亮輔 星野  聡 堀江  誠 増森  平 松林  裕樹 丸山  博太郎 三國  倫敬 水岡  翔

三村  将広 村山  征寛 茂手木  将人 森田  倫広 柳田  祐嗣 山岸  健志 山下  大興 山田  潔 山田  悠介 山田  洋輔

渡邊  成児 渡邉  善仁 渡部  周 飯島  克成 木村  和司 小島  直樹 坂口  剛 関澤  健太 野口  泰弘 山田  英樹

吉田  秀顕

【 女子 】

会田  やよい 阿部  暁子 石川  恵 石田  彩乃 伊藤  浩子 岩崎  恵美子 上澤  芳江 植松  智美 内海  喜代子 梅澤  智美

岡崎  志帆子 小熊  理恵 柿木  直恵 加藤  峰子 神山  陽子 川崎  民江 川村  美由起 北側  佑加子 木戸秋  里奈 木村  加佳子

久保村  夏美 桑野  春美 古賀  千恵 小崎  梨紗 越村  美奈子 小松  道子 原田  麻友 齋藤  愛 相楽  陽子 佐藤  麻美

柴田  圭子 関根  綾子 高橋  美和子 舘崎  裕子 堤田  久美子 内藤  周子 中橋  明花 中村  貴子 名越  万利子 野村  恵美

蓜島  光代 鳩貝  友美 原田  みさき 福田  裕子 藤本  ひかり 藤原  彩加 古河  玲子 細野  美和 松岡  美佐子 松永  素子

三井  咲美 三ツ橋  亜季子 本橋  圭 山口  美幸 山崎  志津子 山田  みゆき 湯田  美沙 横井  直美 吉田  愛 若林  千鶴

斉賀  由紀子 鷲見  由佳 高津戸  恵美子 高橋  珠子 中村  純子 広瀬  るりえ 山崎  理絵

２４．レックテニススクール春日部 代表者 栗田  晃男

【 男子 】
青木  信一 畦地  耕平 安達  和良 加藤  慎也 日下部  康弘 栗田  晃男 古坂  真也 小林  啓太 小林  勇太 鈴木  和則
片柳  賢一
【 女子 】
岩松  千里 大須賀  美絵 岡沢  直美 鈴木  恵 関根  美香 田中  てるみ 鶴田  知子 中野  幸子

２５．共栄大学 代表者 平田    篤
【 男子 】
阿部  竜祐 大木  修斗 酒見  一輝 中山  裕一 平田  篤 舟渡  奏真 松澤  秀行 石渡  鷹斗 森下  功貴
【 女子 】
羽多野  東海



編  集  後  記 

 
今年の創立４０周年を迎えるにあたって、昨年度から「創立４０周年記念事

業準備委員会」なるものを発足させ、如何に４０周年をお祝いするかというこ

とで検討を重ねてまいりました。 
その中で、前回３０周年の時は立派な３０年誌が発刊されておりますし、４

０周年も発刊すべきであるとの意見もありました。しかし、時代とともに記念

誌を冊子で作成しても本棚に飾ってあるならまだしも、即廃品回収に回ってし

まう可能性もあり、また冊子にすると多額の費用も掛かることから記念誌その

ものも発刊する必要はないのではないかとの意見もありました。 
しかし、何らかの形で４０周年の記念を残しておく必要があるのではないか

との考えから、冊子での発刊は取り止めにして、ＤＶＤにして発行しようとい

うことになりました。 
内容的には３０周年記念誌を踏襲した形であり、石川市長初め関係各位にご

寄稿をお願いし快くご寄稿いただけましたこと、誠に感謝に堪えません。また

一方、各クラブにはクラブ紹介のご寄稿をいただき、それなりに楽しいページ

が出来たものと編集子として喜んであります。 
特に、ＤＶＤでの記念誌発行に至ったのは、この１０年の沿革を残しておき

たいという思いから、多少細かすぎる面もありますが、テニス協会として起こ

った出来事、また各規則の改定がいつなされたのか等も書き残すことによって

今後の人達の参考になればと思い、記してみました。 
ただ、大会成績の記録が、最初の２年程が一部のデータが残っておらず、デ

ータがないものは「データなし」と記しておきますことご了承願います。 
また、この記念誌は、春日部市テニス協会のウェブサイトにも掲示する予定

でありますので、もしそのデータをお持ちの方がいらっしゃれば一報いただけ

れば、ウェブサイト上の記録を更新しておけますので、是非ご協力をお願いい

たします。 
この記念誌をとじるにあたり、創立４０周年を無事迎えられたことに、皆様

方のご指導ご協力をいただきましたことに感謝いたしますとともに、更なるご

指導ご鞭撻をいただきながら、５０周年へさらに先へと春日部市テニス協会が

発展していきますことを祈念しております。 
大前  進    記 
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