
【 大　会　運　営 】大井　貴子　　　大塚　理代　　織戸　悟子　

【 会　　　　    場 】 白井運動公園庭球場

【 使     用     球 】ダンロップフォート・US OPEN EXTRA DUTY（１試合２球使用、ボールチェンジ無し)

【 競　技　方　法 】１チーム３ペアのクラス別団体戦トーナメント(級は本年度各大会終了時のものとします)　　　　

　　　　　　　　　　　 *初回戦敗退チームはコンソレーションがあります。

*受付時に６名に満たないチームは初回戦行えますが結果は反映されず負けとなります。
　　　　　　　　　　　　コンソレーションには参加できます。

*参加チーム数により競技方法を変更する場合があります。

日程表

１１/２１(水) 1１/２７(火) 1１/２８(水)

 9:30

ＳＦ

～

Ｆ

予

コンソレーション
備

 9:10
　1R～F　№１～８

日

コンソレーション

　１． 申込みの選手以外は出場できません。

２． テニスができる服装、テニスシューズを着用してください。

３． 各チーム定刻の１５分前までに、全員揃って受付を済ませください。定刻に遅れた場合は失格とします。

４． 天候等による試合の有無は現地で決定しますので、現地に集合してください。

また、日程・会場・競技方法を変更する場合があります。会場の事務所への問い合わせはしないでください。

５． 試合前のウォームアップは初回戦のみサービス４本とします。

　６． その他、大会の運営・進行に関しては、大会担当者の指示に従ってください。

　７． 本大会は全ての選手を公平に扱います。

　８． この大会に関する問い合わせは、下記担当者までお願いします。

block@joshiren-chiba.org

第３７回 Bブロック大会

６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

１１/２０(火)

Ａ
Ｂ
Ｃ
級

 9:10
　１R　　№２～１８

10:00
 ２R～３R　 №１～１９

コンソレーション

Ｃ
Ｄ
級

《　注　意　事　項　》

　　Ｂブロック理事　　　大井　貴子

ブロック大会問合せアドレス

構内20㎞/h以下！　 路上駐車は禁止です！ 　必ず指定の駐車場に止めてください。

mailto:block@joshiren-chiba.org
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豊作パンプキン娘 バモス！サクラ

W.O. 60,60,62

豊作パンプキン娘

64,64,64

秋桜サカス バモス！サクラ

64,56,65 36,62,64

小肥りなおみーズ

チコちゃんて誰？

60,61,62

秋桜サカス

60,62,06

カモンベイビー

63,26,65

チコちゃんて誰？ オバ☆ダンA 

65,26,63

63,63,56 61,16,62

ほぼ☆犬 チームオバダン★

62,64,62 63,36,61

チコちゃんて誰？

62,60,60

オバ☆ダンA 

チコちゃんて誰？

63,65,06

オバ☆ダンA 

64,36,65 64,63,60

オバ☆ダンA 

64,64,62

3位決定戦

バモス！サクラ

63,65,63

バモス！サクラ 10

2 豊作パンプキン娘 なおみフリーダム

1 ばっかびじん

11

3 オバ★ダン 半分、大きい？ 12

4 秋桜サカス 小肥りなおみーズ 13

カモンベイビー 14

6 カモン！サクラ チームオバダン★

5 ノリコに叱られる

15

7 ほぼ☆犬 でかまり子ちゃん 16

8 チコちゃんて誰？ 高値の花 17

9 チームNAO美 オバ☆ダンA 18

なおみN o1! 19

104 秋桜サカス バモス！サクラ
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そだね～ やる気元気1 やる気元気1
63,46,64

63,61,26

63,61,56

そだね～ やる気元気1
60,65,61 62,63,65

チアダンかしら？ なおみクリスマス

61,36,61 63,36,60

3位決定戦

なおみクリスマス

65,63,26

アイリス 5

2 そだね～ やる気元気1

1 オバ⭐️ダン Y

6

3 チアダンかしら？ なおみクリスマス

そだね～

7

4 やる気元気2 もぐもぐアイビー 8

2 なおみクリスマス 7



◎ 佐田（スパイス） 内海（スパイス）

阿形（ｐ．ａ．ｐ） 鈴木（スパイス）

村上（ハイサイ）

高橋（ローズヒル）

◎ 鈴木（チャレンジ） 佐藤（ＭＵＵ）

新堀（チャレンジ） 杉野（チャレンジ）

久保田（ミレニアム）

和田（チャレンジ）

◎ 岩上（ハザード） 南川（ハザード）

足立（ハザード） 梨本（ハザード）

橋本（ハザード） 中山（ハイサイ）

矢野（ハザード）

◎ 春木（ＶＩＰ習志野台） 庄司（ＶＩＰ習志野台）

河村（ＶＩＰ習志野台） 篠原（ＶＩＰ習志野台）

伊藤（ＶＩＰ習志野台）

菅野（ＶＩＰ習志野台）

◎ 富田（さむぅ～ず） 福田（さむぅ～ず）

内田（さむぅ～ず） 細谷（さむぅ～ず）

栗原（さむぅ～ず） 森（さむぅ～ず）

小林（さむぅ～ず）

児玉（船橋さくら） 長沼（船橋さくら）

松平（船橋さくら） 田上（船橋さくら）

◎ 岡（船橋さくら） 相川（船橋さくら）

武内（船橋さくら）

鳥海（バイキング） 竹田（Ｌｉｅｎ）

石田（ドロップス） ◎ 菊池（バイキング）

徳山（ドロップス）

川嶋（ドロップス）

◎ 渡辺（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 佐々木（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

工藤（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 尾形（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

清水（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ） 門多（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

根本（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

◎ 赤松（ハイサイ） 松田（スピリット）

荒井（アイビー） 皆川（Ｌｉｅｎ）

岡野谷（ラブオール）

中嶋（ラブオール）

片山（高根台ＴＣ） 吉田（船橋さくら）

市川（船橋さくら） ◎ 橋本（船橋さくら）

千葉（船橋さくら） 橋本（船橋さくら）

長谷川（船橋さくら）

9 チームNAO美

10 バモス！サクラ

6 カモン！サクラ

7 ほぼ☆犬

8 チコちゃんて誰？

3 オバ★ダン

4 秋桜サカス

5 ノリコに叱られる

Bブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 ばっかびじん

2 豊作パンプキン娘



Bブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

土岐（フリーダム） 小谷（高根台ＴＣ）

大橋（フリーダム） 安江（スピリット）

佐治（フリーダム）

◎ 益子（フリーダム）

◎ 白石（ＳＷＩＮＧ） 玉木（スピリット）

今井（ＳＷＩＮＧ） 森（ヴィリーブ）

永山（ＳＷＩＮＧ）

西下（ＳＷＩＮＧ）

◎ 塚本（ボンバーズ） 住田（ボンバーズ）

岡野（ボンバーズ） 渡邉（ボンバーズ）

安喰（ボンバーズ）

原田（ボンバーズ）

◎ 池田（ローズヒル） 倉林（ローズヒル）

高橋（ローズヒル） 鈴木（ローズヒル）

西村（ローズヒル） 奥津（ローズヒル）

枅川（ローズヒル）

◎ 岩田（習志野台） 土井（Ｌｉｅｎ）

長谷部（習志野台） 山本（ローズヒル）

國井（習志野台）

神﨑（Ｌｉｅｎ）

◎ 会田（ＴＯＡＳＴ） 松岡（ＴＯＡＳＴ）

坂本（ＴＯＡＳＴ） 山岸（ＴＯＡＳＴ）

田久保（ＴＯＡＳＴ） 鈴木（ＴＯＡＳＴ）

平岡（ＴＯＡＳＴ） 相澤（ＴＯＡＳＴ）

原（アミーゴ） ◎ 北本（アミーゴ）

谷口（ＭＵＵ） 小川（個人）

井田（ＭＵＵ）

浜崎（アミーゴ）

◎ 朝倉（マリン庭球） 岡元（マリン庭球）

白﨑（マリン庭球） 松下（マリン庭球）

渡邉（マリン庭球） 下徳（マリン庭球）

藤山（マリン庭球）

◎ 寺田（田喜野井Ｇ） 中嶋（ｐ．ａ．ｐ）

金丸（田喜野井Ｇ） 塚原（スピリット）

成瀬（田喜野井Ｇ）

村越（田喜野井Ｇ）

18 オバ☆ダンA 

19 なおみN o1!

15 チームオバダン★

16 でかまり子ちゃん

17 高値の花

12 半分、大きい？

13 小肥りなおみーズ

14 カモンベイビー

11 なおみフリーダム



◎ 山川（マリン庭球） 谷中（マリン庭球）

中村（マリン庭球） 片山（マリン庭球）

高橋（マリン庭球） 河本（マリン庭球）

内田（マリン庭球） 中村（マリン庭球）

◎ 中村（オリーブ） 安彦（オリーブ）

君波（オリーブ） 左右田（オリーブ）

板東（オリーブ） 湯原（オリーブ）

坂爪（オリーブ）

飯村（習志野台） 古西（ローズヒル）

大里（バイキング） 矢野（習志野台）

小野田（習志野台） 和仁（習志野台）

◎ 神谷（習志野台）

◎ 川地（ＭＵＵ） 湯上（ＭＵＵ）

藤井（チャレンジ） 武藤（ＭＵＵ）

依田（スマッシュ）

鈴木（スマッシュ）

◎ 内田（さむぅ～ず） 馬場（さむぅ～ず）

浜田（ＴＯＡＳＴ） 井手（さむぅ～ず）

豊嶌（ＴＯＡＳＴ） 横江（さむぅ～ず）

吉野（ＴＯＡＳＴ）

田中（スマッシュ） 鶴谷（チャレンジ）

和田（アイビー） ◎ 川合（スマッシュ）

細野（華組）

鶴見（チャレンジ）

◎ 手塚（５エッセンス） 篠﨑（５エッセンス）

内田（５エッセンス） 長谷部（５エッセンス）

大原（５エッセンス） 三木（５エッセンス）

木間（５エッセンス） 宮島（ＧＥＮ．Ｔ．Ａ）

中村（アイビー） 品田（アイビー）

澤田（アイビー） ◎ 佐貝（アイビー）

笹沼（アイビー）

石毛（アイビー）

6 やる気元気1

7 なおみクリスマス

8 もぐもぐアイビー

3 チアダンかしら？

4 やる気元気2

5 アイリス

Bブロック大会　CD級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 オバ☆ダンY

2 そだね～
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