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 期 日  平成２５年１０月２０日(日) 

  場 所  いわき市平テニスコート 

 

 

 

 

 

 

主 催  いわき市体育協会 

       いわき市教育委員会 

主 管  いわきテニス協会 

担 当  内郷地区テニス協会 

 



大 会 役 員 

名誉会長     御代田 公 男 

会 長      吉 田  浩 

副会長      渡 辺 洋太郎 

委 員      佐藤 幸二  伊東 嘉之  

           上遠野 和恵 大平 堅市 

 

競 技 役 員 

会 長     久 野 秀 雄 

ディレクタ－  西 原 健 一 

レフェリ－   大 平 堅 市 

総 務     内郷地区テニス協会員 

 

 

競 技 日 程 

受付 8時 30分・・・8時 50分  

*開始式  9時 00分         ｜ * 表彰式   試合終了次第 

集    合          ｜   集    合 

会長 挨 拶    久野秀雄  ｜   表    彰   久野秀雄 

競技上の注意    西原健一  ｜   講    評   大平堅市 

解    散          ｜ 

 

*試合方法について 

ア・ブロックリ–グの後、優勝決定ト–ナメント（又は順位決定リ－グ） 

イ・試合の進行は本部席前のオーダーオブプレーボードに表示します。 

ウ・ブロックリーグでは試合終了後、各ブロック№１の方に結果を報告して下さ

い。決勝トーナメントに入ったならば勝者が本部席まで報告して下さい。 

エ・ゲ–ムは 1タイブレークセットマッチ 

オ・試合前の練習はサービス６本のみとします。 

カ・各自持参のボールを出し合って試合を進めて下さい。 

キ・連続して試合に入るときは１０分のレストタイムを取れます。 



男子

　回

伊藤　淳 新藤　幸男 高杉　和久 関場　隆尚 滝本　力 遠藤　浩史 高倉　孝一 山崎　宗元
フォーシーズンフォーシーズンＩＶＴＣ ＩＶＴＣ 広野ＴＣ 広野ＴＣ 泉ヶ丘ＴＣ 泉ヶ丘ＴＣ
古市　正公 小林　俊彦 前島　敏男 柳井　英人 土谷　正高 山本　務 大平　成一 飯塚　敬史
いわきＮＴＣ いわきＮＴＣ 広野ＴＣ 広野ＴＣ 堺化学 堺化学 ＣＴＣ ＣＴＣ
鈴木　学 塚脇　直 冨谷　聡 草野　仁昭 高橋　秀明 清水　雅彦

市役所ＴＣ 市役所ＴＣ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ
野崎　正 棚田　哲史 打越　文夫 白土　宏 近藤　俊昭 佐藤　隆 渡辺　忠哉 有馬　孝三
フォレスト フォレスト ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ フォレスト フォレスト ダウンザライン ダウンザライン
秋本　穣 寺島　拓也 松本　康之 梶原　浩之 阿部　裕之 北野　正明
ダウンザライン ダウンザライン ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ オレンジ オレンジ
須田　薫 山崎　勇 桝山　敦史 斎藤　雅史 篠木　政利 風間　正明
広野ＴＣ 広野ＴＣ アルパイン アルパイン ＪＲフレンズ ＪＲフレンズ
中平　慶隆 久保　聡 佐藤　文人 藁谷　真樹 小泉　勝浩 松本　誠
合津庭球団 合津庭球団 フリー フリー ダウンザライン ダウンザライン
新田　祐二 小林　隆徳 比佐　真 結城　俊重 鈴木　義雄 藤家　和夫
ＪＲフレンズ ＪＢＴＣ 市役所ＴＣ 市役所ＴＣ ＡＴＣ ＡＴＣ
佐々木進一 白石　恭之 布川　国広 鈴木　勇 鈴木　康夫 布施　明
ＡＴＣ ＡＴＣ 市役所ＴＣ 市役所ＴＣ みなとＴＣ 市役所ＴＣ
藤田　宏 小野　厚 鍛冶　哲 堀川　初巳 小沢　智雄 猪狩　幹夫
ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ﾄﾞﾘｰﾑﾀｲﾑ ﾄﾞﾘｰﾑﾀｲﾑ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ
松本　晴司 吉川　正宏 岩田　哲裕 柏原　一紀 寺田　昌則 作山　健
ＲＴＯ オレンジ いわきＮＴＣ 古河ＦＴＣ ＩＣＴＣ ＩＣＴＣ
太田　宗史 田村　大介 菊地　利晴 大平　吉男 小池　勝之 藤田　祥大
日本製紙ＴＣ 日本製紙ＴＣ ＲＴＯ ＲＴＯ ＡＴＣ ＡＴＣ
武田　茂 須崎　裕之 増子　高貴 田村　史麿 松前　好則 松山　充
ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ ＡＴＣ ＡＴＣ
白尾　和仁 照沼　諭 中山　晋一 平尾　隆紀 大和田　薫 根本慎太郎
フリー フリー 日本製紙ＴＣ 日本製紙ＴＣ ＲＴＯ ＩＣＴＣ

女子

回

山野辺巻子 林　禎子 円谷　沙織 吉田さおり 沼田ケイ子 高倉きく江 江井　由美 矢部　正子
いわきローン いわきローン クレール クレール 泉ヶ丘ＴＣ 泉ヶ丘ＴＣ スイング スイング
下山田弥生 本多美智子 吉田　淑子 福田麻知子 山田　恭子 北郷タカ子 高野みちえ 土生　洋子
ＡＴＣ ＡＴＣ メーダーズ メーダーズ いわきローン いわきローン スイング スイング
桃生　緑 穂崎真喜子 吉田　悦子 山館　恵子 御代　恵 高木　洋子
ローリエ ローリエ ﾌﾗｯｼｭｱｲ ﾌﾗｼｭｱｲ
安藤　綾子 伊藤　舞子 小川　敦子 斉藤　智子 菊地奈緒美 藤田　実希 坂井美智代 片平　幸美
ＡＴＣ ＡＴＣ オレンジ オレンジ ルンルンＴＣ ルンルンＴＣ メモリイズ メモリイズ
高橋　勝美 佐藤　智子 藤田　友香 風間　光子 阿部　恵 渡辺美弥子
ルンルンＴＣ ルンルンＴＣ ＪＲフレンズ ＪＲフレンズ ＡＴＣ 古河ＦＴＣ
伊藤きぬ子 橋本みつ子 斎藤恵美子 橋本　俊恵 若松　和子 伊藤千恵子
ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ オレンジ オレンジ
寺島　一美 篠塚万由巳 安藤　雪絵 斉藤由起子 市井　玲子 高原ゆり子
ダウンザライン ダウンザライン ハミイＴＣ ハミイＴＣ ＩＶＴＣ ＩＶＴＣ
作山　佳世 鈴木　美江 高木　光代 藤野　礼美 佐川奈緒子 村上　慶子
ガット ガット ガット ガット オレンジ オレンジ
佐藤　恵子 岡　ヤエ子 佐古　環 矢挽　友美 五十島桂子 助川　恵里
ガット ガット ルンルンＴＣ ルンルンＴＣ クロスロード クロスロード
三浦　綾 馬場口美奈子 金成かおる 鈴木　慶子 斉藤　利香 伊藤　桂子
ＭＡＨＲＹ ＭＡＨＲＹ Ｓｈｉｎｅ Ｓｈｉｎｅ ﾄﾞﾘｰﾑﾀｲﾑ ﾄﾞﾘｰﾑﾀｲﾑ
鈴木ひとみ 菅野　幸美 馬場香保里 荒川　優子 野口　明美 岩田　弓恵
ﾀﾛｯｺ ルンルンＴＣ ﾀﾛｯｺ ﾀﾛｯｺ いわきＮＴＣ いわきＮＴＣ
佐藤美奈子 北　留美 西村美代子 馬場千恵子 田口　純子 小久美枝子
ﾌｧｲﾝ ﾌｧｲﾝ ﾌｧｲﾝ ﾌｧｲﾝ 弥生ｸﾗﾌﾞ ﾒｰﾀﾞｰｽﾞ
牧野　弘美 伊藤千枝子 笹山　明美 橋本久里子 海老根明美 臺　さゆみ
弥生ｸﾗﾌﾞ 弥生ｸﾗﾌﾞ ＡＴＣ ＩＬＴＣ Ｓｈｉｎｅ Ｓｈｉｎｅ
菊地　直子 吉越　真弓 田中　静江 木内ゆかり 丸山　美喜 渡辺あすか
ﾌｧｲﾝＴＣ ﾌｧｲﾝＴＣ ア・パース ア・パース Ｄダックス Ｄダックス
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市民種目別テニス競技　入賞者一覧(第４５回まで)
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№ 氏　　　名 所　　　属 1 2 3 4 勝　　敗 ゲーム取得率 順　　位
1 三宅　淳一 堺化学ＴＣ

吉田　遼平 堺化学ＴＣ
2 吉田　智実 古河ＦＴＣ

鈴木　理太 モンキーＴ村
3 玉置　拓也 日本化成ＴＣ

須田　達仁 日本化成ＴＣ
4 鈴木　康士 フリー

米川　佳則 フリー
試合順序　１－４、２－３、１－３、２－４、１－２、３－４

№ 氏　　　名 所　　　属 1 2 3 4 勝　　敗 ゲーム取得率 順　　位
1 豊見　毅 堺化学ＴＣ

武田　敏尚 堺化学ＴＣ
2 川崎　勇児 堺化学ＴＣ

小柳　和也 堺化学ＴＣ
3 中島　浩瑛 オレンジ

小松　和也 オレンジ
4 田畑　匡規 Ｄダックス

穴沢　栄樹 Ｄダックス

№ 氏　　　名 所　　　属 1 2 3 4 勝　　敗 ゲーム取得率 順　　位
1 深谷　靖子 ア・パース

大竹　芙美 ア・パース
2 斉藤　浩子 ア・パース

石黒　英恵 ア・パース
3 大田　典子 ハミイＴＣ

宮澤　和子 ハミイＴＣ
4 小野　久美子 スイングＴＣ

早川　君江 スイングＴＣ
試合順序　１－４、２－３、１－３、２－４、１－２、３－４
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吉田　智実 古河ＦＴＣ
鈴木　理太 モンキーＴ村 Ａ１
豊見　毅 堺化学ＴＣ 64
武田　敏尚 堺化学ＴＣ

三宅　淳一 堺化学ＴＣ
吉田　遼平 堺化学ＴＣ Ａ２
田畑　匡規 Ｄダックス 61
穴沢　栄樹 Ｄダックス

鈴木　康士 フリー
米川　佳則 フリー Ｂ３
中島　浩瑛 オレンジ 64
小松　和也 オレンジ

玉置　拓也 日本化成ＴＣ
須田　達仁 日本化成ＴＣ Ａ４
川崎　勇児 堺化学ＴＣ 63
小柳　和也 堺化学ＴＣ
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Ａ１

男子５・６位

男子７・８位

Ｂ４

Ａ４

Ａ３

Ｂ３


	過去の入賞者
	予選リーグ
	決勝トーナメント

