
　　　１．開　催　日　：　令和5年３月５日（日）　　予備日：３月１２日（日）

　　　２．場　　　 所　：　庄和コート～県大会予選会男子

　　　　　　　　　　　 　：　大沼コート～県大会予選会女子・非予選会Ａ男女・ベテラン女子

　　　　　　　　　　　 　：　谷原コート～非予選会B男女・ベテラン男子

　　　　　　　　　　　　　　※３／５が中止となった際は会場変更となる場合があります。

　　　３．種　　　 目　：　一般男子シングルス・一般女子シングルス（県予選・Ａクラス・Ｂクラス・ベテラン　各男女）

　　　４．試合形式 　：　県　予　選 ～トーナメント戦（３位決定戦を実施します）

　　 　　　　　 １セットマッチノーアドバンテージ方式（１２ポイントタブレーク）

＊練習はサービス４本のみ

　　　５．使　用　球　：　県予選～ダンロップ フォート イエロー、非予選会・ベテラン～セントジェームスプレミアム

　　　６．審判方法 　：　セルフジャッジ方式

　　　７．参　加　料　：　２,０００　円　／　人　（当日徴収）

　　　８．集合時間　 ：　ドロー表に記載（遅れた場合棄権とみなしますが参加料は申し受けます）

　　　９．雨　天　時　：　当日会場にて確認願います（電話等による問合せは不可）

　　１０．そ　の　他　：　①当大会の県大予選会男女各上位４人を県大会に推薦致します。

②県大会申込は各自自己責任で行うこと。（協会は代理申込は行わない）

③試合はテニスウェアを着用すること。（フェイスマスクは着用可とします）

④参加申し込み後、試合を辞退された場合でも各クラブの代表者を通じて参加費を徴収いたします。

⑤試合当日、選手の皆様に会場の準備及び片付けのお手伝いをお願いしますので、

　 ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

 
　　１１．大会担当　：　ディレクター　～　綿貫裕介
　　　　　　　　　　　　：　担当クラブ　  ～　スマイル、中野ウィンズ、アルトバイエルン、リアルオフ

　　女子ベテラン～6ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式

　　男女Ａクラス・女子Ｂクラス ・男子ベテラン～トーナメント本戦QFまで・コンソレーションSFまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ショートセットノーアドバンテージ方式（4-4で5P先取タイブレーク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 トーナメント本戦SF・F、コンソレーションFは6ゲーム先取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーアドバンテージ方式

主催　：　春日部市テニス協会

令和4年度春日部市冬季シングルス大会 兼 令和5年度埼玉県春季大会予選会
大会要項

　　男子Bクラス～トーナメント本戦3Rまで・コンソレーションQFまで
　　　　　　　　　　　ショートセットノーアドバンテージ方式（4-4で5P先取タイブレーク）
　　　　　　　　　　   トーナメント本戦QF～F、コンソレーションSF・Fは6ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式

★★ 新型コロナウィルス感染拡大防止対策注意事項 ★★

＊体温37.5℃以上の選手は参加出来ません。事前に自宅で検温をおこなってください。
＊来場者はマスクの着用をお願いします。但し、試合中はマスクを外しても構いません。
＊コート外で待機中の場合も、ソーシャルディスタンスを保ってください。
＊コートの出入口には手指消毒液を準備しますので、必ず消毒して出入りしてください。



No. ランキング 氏名 所属先 No. ランキング 氏名 所属先
1 県大資格2 清水 謙 武里 1 石井 誠 パワフルズ
2 1 鈴木 健太 アルト 2 山本 雄史 パワフルズ
3 8 長谷川 幸太 武里 3 鈴木 孝康 フェニックス
4 9 泉谷 拓身 アルト 4 玉井 雅一 フェニックス
5 9 金子明 MAX 5 大舘 一之 フェニックス
6 11 斎藤 征爾 中野 6 橋本 真吾 武里
7 11 米澤 圭祐 中野 7 宍倉 正浩 春硬
8 13 中野 憲 春硬 8 井上 智夫 春硬
9 13 鎌形 裕介 レッズ 9 塙 知一郎 春硬
10 15 出口 卓央 アルト 10 圓子 恭弘 春硬
11 17 於久 有希 フェニックス 11 北沢 勉 春硬
12 17 米地 篤 武里 12 上遠野 健 春硬
13 17 押田 拓也 春硬 13 角田 達彦 春硬
14 17 服部 隆幸 スマイル 14 齋藤 卓也 春硬
15 17 村田 明倫 スマイル 15 石橋 政人 春硬
16 17 鈴木 哲也 レッズ 16 中野 智重 中野
17 17 藤本 勇二 レッズ 17 森本 明伸 中野
18 17 佐藤 博政 フェニックス 18 今村 隆文 フジ
19 17 芳野 修一 fun 19 山野井 浩志 ダボ
20 石川 洋 武里 20 山野井 郁弥 ダボ
21 橋本 悟 武里 21 土屋 和彦 レッズ
22 林田 雄三 春硬 22 高津 貞夫 レッズ
23 山下 陽平 春硬 23 長谷川 典夫 レッズ
24 重松 慶治 春硬 24 鶴谷 正人 レッズ
25 仲 賢吾 春硬 25 坂平 祐樹 レッズ
26 東 孝明 スマイル 26 石鍋 貴広 レッズ
27 成田 諒平 スマイル 27 神谷 年洋 レッズ
28 飯田 亨 スマイル 28 亀井 護 レッズ
29 岩﨑 政善 スマイル 29 鳥海 賢一 リアルオフ
30 竹内 颯汰 フジ 30 中野 哲也 リアルオフ
31 小島 陸斗 フジ 31 山嵜 誠 リアルオフ
32 大本康典 MAX 32 和田 敦志 リアルオフ
33 渡部 直厳 レッズ 33 吉田 秀顕 フェニックス
34 米倉 靖行 レッズ 34 川又 毅 fun
35 小林 卓也 レッズ 35 相場 忠 fun
36 竹内 達彦 fun 36 宮崎 弘太 スマイル
37 中村 誉 fun 37 田村 圭司 トコロテン
38 花田 翔哉 トコロテン 38 岡田 博史 トコロテン
39 古河 誠 トコロテン 39 村山 征寛 トコロテン
40 坪松 隆一 トコロテン 40 大杉 潤一 ルネサンス
41 染谷 太志 ルネサンス 41 田中 宏明 ルネサンス
42 浜本 剛志 ルネサンス 42 渡邉 良亮 ルネサンス

43 熊谷 崇仁 ルネサンス

No. ランキング 氏名 所属先
1 2 藤井 俊輔 中野 No. ランキング 氏名 所属先
2 5 正根知 達也 中野 1 2 篠崎 真衣 春硬
3 17 山本 幹弘 レッズ 2 3 萩原 圭子 フェニックス
4 芦田 秀史 パワフルズ 3 6 村越 ななえ レッズ
5 栗原 和寿 パワフルズ 4 宇佐美 ゆみ 春硬
6 倉持 吉伸 フェニックス 5 木下 真理 レッズ
7 田中 信介 フェニックス 6 須賀 希望 レッズ
8 松本 和生 中野 7 樵 洋子 レッズ
9 植竹 友彦 中野
10 吉田 亘 レッズ
11 森下 功貴 レッズ No. ランキング 氏名 所属先
12 山田 真己 レッズ 1 県大資格4 倉持 純子 MAX
13 森永 雄太 レッズ 2 宮本 祐子 パワフルズ
14 太田 友徳 レッズ 3 神山 陽子 フェニックス
15 齋藤 禎昭 レッズ 4 石村 菜摘 フェニックス
16 三村 将広 フェニックス 5 金田 智恵 フェニックス
17 渡邉 善仁 トコロテン 6 菊地 和代 中野
18 小林 雄一 トコロテン 7 寺田 智美 スマイル
19 伊東 健一 トコロテン 8 小野寺 順子 ダボ

9 渡邉 和子 レッズ
10 関 智子 レッズ

No. ランキング 氏名 所属先
1 鈴木 正幸 パワフルズ
2 高橋 正仁 パワフルズ No. ランキング 氏名 所属先
3 中野 好和 春硬 1 國嶋 江美子 フェニックス
4 竹野 豊信 春硬 2 植竹 由紀子 フェニックス
5 畠添 隆幸 春硬 3 三俣 満希 スマイル
6 金子 昌己 中野 4 亀井 美佐 レッズ
7 中村 正勝 F4 5 今泉 美智子 トコロテン
8 城 光男 ブルーベリー 6 高橋 由希奈 ルネサンス
9 荻原 茂 ブルーベリー 7 山元 歩美 ルネサンス
10 安河内 隆義 ブルーベリー
11 田川 秀美 ブルーベリー
12 佐々野 隆太郎 スマイル No. ランキング 氏名 所属先
13 上原 浩 フジ 1 中村 弘美 F4
14 岩本 公博 レッズ 2 古阪 訓子 ブルーベリー
15 玉谷  明男 ペガサス 3 山口 美幸 トコロテン
16 槙田 実 トコロテン
17 田島 保明 トコロテン
18 中川 寛 サタデー

＜ベテラン女子＞

＜ベテラン男子＞

＜非予選会B女子＞

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　エントリーリスト

＜非予選会B男子＞＜県大予選会男子＞

＜県大予選会女子＞
＜非予選会Ａ男子＞

＜非予選会Ａ女子＞



 

１．試合方法：　１セットマッチノーアドバンテージ方式（6ゲームスオール、タイブレーク方式）
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップフォート（全試合ニューボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

○内数字は仮の試合順

※［］内の数字はシード

3位決定戦

⑬

小島 陸斗 フジ 

BYE

17

㊴ ㊵

5 渡部 直厳 レッズ 

13

10

於久 有希 [11]

BYE

9 フェニックス 

金子明 [4] MAX 

㊷

11 藤本 勇二 レッズ 

16 斎藤 征爾 [7] 中野 

12 BYE

18 BYE

19 花田 翔哉 トコロテン 

20

41 村田 明倫 [15] スマイル 

43 竹内 颯汰

42 BYE

スマイル 40 出口 卓央 [10] 

㉑

㉘ ㉜

㉟ ㊲

⑫ ⑳

㉗ ㉛

37 BYE

39 BYE

6 仲 賢吾 春硬 38 林田 雄三 春硬 

②

7

8 服部 隆幸 [14]

⑲

4 竹内 達彦 fun 36 飯田 亨 スマイル 

① ⑥

2 BYE 34 BYE

＜予選会　男子＞

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

令和5年3月5日

1 清水 謙 [1] 武里 33 鎌形 裕介 [8] レッズ 

（ 庄和ﾃﾆｽｺｰﾄ ）

⑪

3 坪松 隆一 トコロテン 35 中村 誉 fun 

2R選手集合時刻　8:20

1R選手集合時刻　7:50

試合開始8:00

14 重松 慶治 春硬 46 米倉 靖行 レッズ 

③

⑭ ㉒

⑦

45 山下 陽平 春硬 

㊶

フジ 

アルト 

15 BYE 47 BYE

44 BYE

48 長谷川 幸太 [3] 武里 

東 孝明 スマイル 

21 BYE

22 石川 洋 武里 

23 BYE

24 鈴木 哲也 [16] レッズ 

25 中野 憲 [9] 春硬 

26 BYE

27 成田 諒平 スマイル 

28 BYE

29 浜本 剛志 ルネサンス 

30 芳野 修一 fun 

31 BYE

32 泉谷 拓身 [5] アルト 

49 米澤 圭祐 [6] 中野 

50 BYE

51 大本康典 MAX 

52 BYE

53 染谷 太志 ルネサンス 

54 小林 卓也 レッズ 

55 BYE

56 米地 篤 [12] 武里 

57 押田 拓也 [13] 春硬 

58 BYE

59 古河 誠 トコロテン 

60 橋本 悟 武里 

61 佐藤 博政 フェニックス 

62 岩﨑 政善 スマイル 

63 BYE

㉚ ㉞

⑨

⑤ ⑩

⑱ ㉖

F

64 鈴木 健太 [2] アルト 

⑮ ㉓

㉙ ㉝

④

㊱ ㊳

⑧

⑯ ㉔

⑰ ㉕



１．試合方法：　１セットマッチノーアドバンテージ方式

　　　　　　　　　　（6ゲームスオール、タイブレーク方式）

２．練習：　初戦のみサービス4本

３．使用球：　ダンロップフォート（全試合ニューボール）

４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位

QF SF F

○内数字は仮の試合順

※［］内の数字はシード

3位決定戦

②
6 木下 真理 レッズ 

⑤
7 須賀 希望 レッズ 

1

4 村越 ななえ レッズ 

篠崎 真衣 [1] 春硬 

2 BYE

⑥

①

④
3

⑦

③

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　
兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

令和5年3月5日

＜予選会　女子＞

全選手集合時刻8:30

（ 大沼ﾃﾆｽｺｰﾄ ）

5 宇佐美 ゆみ 春硬 

試合開始時刻8:40

8 萩原 圭子 [2] フェニックス 

樵 洋子 レッズ 



 

１．試合方法：　本戦QFまで、コンソレーションSFまで４ゲームマッチノーアドバンテージ方式（4-4、5ポイント先取タイブレーク）/
　　　　　　　　　　本戦SF・F、コンソレーションFは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール、コンソレーション全試合ユーズドボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位、コンソレーション優勝、準優勝
５．コンソレーションは本戦初戦敗退者のみ参加可能

1R 2R QF SF F 1R QF SF F

※［］内の数字はシード

3 太田 友徳 レッズ 

1 藤井 俊輔 [1] 中野 

4 BYE

2 BYE

8 森下 功貴 [7] レッズ 

7 BYE

5 伊東 健一 トコロテン 

6 田中 信介 フェニックス 

12 BYE

11 三村 将広 フェニックス 

10 BYE

9 山本 幹弘 [3] レッズ 

16 芦田 秀史 [5] パワフルズ 

15 BYE

14 小林 雄一 トコロテン 

13 植竹 友彦 中野 

18 BYE

17 松本 和生 [8] 中野 

20 吉田 亘 レッズ 

19 栗原 和寿 パワフルズ 

23 BYE

22 山田 真己 レッズ 

24 渡邉 善仁 [4] トコロテン 

21 BYE

28 BYE

フェニックス 

26 BYE

25 齋藤 禎昭 [6] レッズ 

中野 

(17)

31 BYE

32 正根知 達也 [2]

レッズ 

29 BYE

30 森永 雄太

27 倉持 吉伸

(8)

9/11

1/3

BYE

5/6

19/20

BYE

13/14

(16)

BYE

BYE

22/24

25/27

30/32

BYE

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 大沼ﾃﾆｽｺｰﾄ ）
令和5年3月5日

＜非予選会A　男子＞

＜本戦＞ ＜コンソレーション＞

全選手集合時刻8:30

試合開始時刻8:40



 

１．試合方法：　本戦QFまで、コンソレーションSFまで４ゲームマッチノーアドバンテージ方式（4-4、5ポイント先取タイブレーク）/
　　　　　　　　　　本戦SF・F、コンソレーションFは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール、コンソレーション全試合ユーズドボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位、コンソレーション優勝、準優勝
５．コンソレーションは本戦初戦敗退者のみ参加可能

1R QF SF F QF SF F

※［］内の数字はシード

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 大沼ﾃﾆｽｺｰﾄ ）
令和5年3月5日

＜非予選会A　女子＞

＜本戦＞ ＜コンソレーション＞

3/4

BYE

全選手集合時刻10:30

1 倉持 純子 [1] MAX (1)

4 金田 智恵 フェニックス 5/7

3 渡邉 和子 レッズ 

2 BYE

6 BYE (12)

5 寺田 智美 [3] スマイル 9/10

9 石村 菜摘 フェニックス 

7 神山 陽子 フェニックス BYE

8 BYE 14/16

11 BYE

10 小野寺 順子 ダボ 

12 菊地 和代 [4] 中野 

宮本 祐子 パワフルズ 

13 BYE

16 関 智子 [2] レッズ 

15 BYE

14



 

１．試合方法：　本戦3Rまで、コンソレーションQFまで４ゲームマッチノーアドバンテージ方式（4-4、5ポイント先取タイブレーク）/本戦QF～F、コンソレーションSF・Fは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール、コンソレーション全試合ユーズドボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位、コンソレーション優勝、準優勝
５．コンソレーションは本戦初戦敗退者のみ参加可能

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R 1R 2R QF SF F

※［］内の数字はシード

5 BYE

6

フェニックス 

2 BYE

1 鶴谷 正人 [1] レッズ 33 大舘 一之 [5]

4 渡邉 良亮 ルネサンス 36 亀井 護

35 相場 忠 fun 3 鳥海 賢一 リアルオフ 

レッズ 

40 角田 達彦 [11] 春硬 

石井 誠 パワフルズ 

37 田村 圭司 トコロテン 

38 和田 敦志 リアルオフ 

9 山野井 浩志 [10] ダボ 41 橋本 真吾 [14]

8 宍倉 正浩 [16] 春硬 

7 BYE 39 BYE

武里 

10 BYE

ルネサンス 

42 BYE

12 BYE 44 大杉 潤一

43 井上 智夫 春硬 11 塙 知一郎 春硬 

14 吉田 秀顕 フェニックス 

13 土屋 和彦 レッズ 45 BYE

46 山本 雄史 パワフルズ 

15 BYE

16 川又 毅 [7] fun 48 高津 貞夫 [4] レッズ 

17 森本 明伸 [3] 中野 49 今村 隆文 [6] フジ 

50 BYE

上遠野 健 春硬 

18 BYE

47 BYE

20 圓子 恭弘 春硬 52 BYE

岡田 博史 トコロテン 

23 BYE 55 BYE

22 石橋 政人 春硬 

24 長谷川 典夫 [13]

21 田中 宏明 ルネサンス 

26 BYE

19 玉井 雅一 フェニックス 51

53

石鍋 貴広 [12]

29 北沢 勉 春硬 61 鈴木 孝康

レッズ 

神谷 年洋 レッズ 

28 BYE 60 山野井 郁弥 ダボ 

58 BYE

27 中野 哲也 リアルオフ 

54

フェニックス 

30 村山 征寛

31 BYE 63 BYE

32 宮崎 弘太 [8]

62 山嵜 誠 リアルオフ 

25

スマイル 64 坂平 祐樹 [2] レッズ 

トコロテン 

春硬 

56 中野 智重 [9] 中野 

レッズ 57 熊谷 崇仁 [15] ルネサンス 

59 齋藤 卓也

BYE

BYE

6/8

13/14

(16)

9/11

21/22

(24)

(17)

19/20

29/30

(32)

25/27

BYE

(33)

35/36

37/38

(40)

(41)

46/48

49/51

BYE

53/54

43/44

BYE

(56)

(57)

59/60

61/62

(64)

F

試合開始8:00

全選手集合時刻7:50

＜非予選会B　男子＞
令和5年3月5日

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 谷原ﾃﾆｽｺｰﾄ ）

＜本戦＞ ＜コンソレーション＞

(1)

3/434 BYE



 

１．試合方法：　本戦QFまで、コンソレーションSFまで４ゲームマッチノーアドバンテージ方式（4-4、5ポイント先取タイブレーク）/
　　　　　　　　　　本戦SF・F、コンソレーションFは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール、コンソレーション全試合ユーズドボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位、コンソレーション優勝
５．コンソレーションは本戦初戦敗退者のみ参加可能

QF SF F SF F

※［］内の数字はシード

3/4

1 今泉 美智子 [1] トコロテン (1)

3 國嶋 江美子 フェニックス 5/6

2 BYE

4 高橋 由希奈 ルネサンス 7/8

6 亀井 美佐 レッズ 

5 植竹 由紀子 フェニックス 

7 三俣 満希 スマイル 

8 山元 歩美 [2] ルネサンス 

令和5年3月5日

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 谷原ﾃﾆｽｺｰﾄ ）

全選手集合時刻11:00

＜本戦＞ ＜コンソレーション＞

＜非予選会B　女子＞



 

１．試合方法：　本戦QFまで、コンソレーションSFまで４ゲームマッチノーアドバンテージ方式（4-4、5ポイント先取タイブレーク）/
　　　　　　　　　　本戦SF・F、コンソレーションFは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール、コンソレーション全試合ユーズドボール）
４．賞品：　優勝、準優勝、３位、４位、コンソレーション優勝、準優勝
５．コンソレーションは本戦初戦敗退者のみ参加可能

1R 2R QF SF F 1R QF SF F

※［］内の数字はシード

ブルーベリー 1/3

6/8

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 谷原ﾃﾆｽｺｰﾄ ）
令和5年3月5日

＜ベテラン　男子＞

＜本戦＞ ＜コンソレーション＞

試合開始8:00

2 BYE BYE

BYE

3 中川 寛 サタデー BYE

1 田川 秀美 [1]

6 佐々野 隆太郎 スマイル 

5 BYE 9/11

BYE

4

7 BYE 13/14

8 金子 昌己 [7] 中野 (16)

10 BYE BYE

9 鈴木 正幸 [3] パワフルズ 17/19

11 荻原 茂 ブルーベリー BYE

25/27

15 BYE 29/30

12 BYE 22/24

14 田島 保明 トコロテン BYE

13 玉谷  明男 ペガサス 

中野 好和 [6] 春硬 

16 畠添 隆幸 [8] 春硬 (32)

17

20 BYE

21

19 高橋 正仁 パワフルズ 

BYE

18 BYE

22 岩本 公博 レッズ 

23 BYE

24 安河内 隆義 [4] ブルーベリー 

26 BYE

28 BYE

29

27 中村 正勝 F4 

30

槙田 実 [5] トコロテン 

城 光男 ブルーベリー 

竹野 豊信 春硬 

全選手集合時刻7:50

32 上原 浩 [2] フジ 

31 BYE

25



１．試合方法：　6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式
２．練習：　初戦のみサービス4本
３．使用球：　ダンロップセントジェームスプレミアム（本戦全試合ニューボール）
４．賞品：　優勝、準優勝

 

名前 所属 1中村 2古阪 3山口 勝敗 順位

3 山口 美幸 トコロテン

＜本戦＞

令和4年度春日部市冬季シングルス大会　兼　令和5年度埼玉県春季大会予選会

（ 大沼ﾃﾆｽｺｰﾄ ）
令和5年3月5日

全選手集合時刻10:30

1 中村 弘美 F4

＜ベテラン　女子＞

2 古阪 訓子 ブルーベリー


