
【大 会 運 営 】　白川真美　富樫純子　米澤由紀子　

【会 場 】 　フクダ電子ヒルスコート

【使 用 球 】 　ダンロップフォート（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　　　　

　６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

　＊初回戦敗退チームはコンソレーションがあります。（６ゲーム先取、ノーアドバンテージ）

　＊受付時に６名に満たないチームは試合は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。

 ※11/5は8:30、11/6は9:15よりキャプテンミーティングを行います。

　受付はそれまでに済ませて下さい。ご協力お願い致します。

日程表
１１/２６(月)

会場

8:45 9:30

～

　１． 申し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で、テニスシューズを着用してください。

  ３． 各自定刻の１５分前までに、（着替えを済ませて）全員揃って受付をしてください。

　　  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。

　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。

 ブロック大会問い合わせアドレス block@joshiren-chiba.org

第３７回  Cブロック大会

　　　また、日程・会場・競技方法を変更する場合があります。会場事務所には問い合わせしないでください。

〈　注　意　事　項　〉

　　コンソレーション

予
　
　
　
備
　
　
　
日～

１1/５(月) 1１/６(火）

SF・F  　　　１Ｒ　Ｎｏ．1～３２

Ｃ
Ｄ
級 Ｆ

　　　　　　　　　　　　フクダ電子ヒルスコート

構内２０Ｋｍ／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。

　　　　　コンソレーション

３Ｒ

9:30

　 １．２Ｒ　Ｎｏ．１～１5

　　Ｃブロック理事 　 白川 真美

Ａ
Ｂ
Ｃ
級

mailto:block@joshiren-chiba.org


　

たけ子大サーカス やさぐれ雪組

61,06,60 62,63,56

たけ子大サーカス やさぐれ雪組

64,65,36 62,26,65

劇団トゥモロー オバ☆ダン

26,62,62 61,26,62

打ち上げします！ 猫又帝釈天

65,26,62 06,64,62

打ち上げします！ 千葉半端ないって

60,61,61 63,46,61

打ち上げします！ 猫又帝釈天

65,62,60

Final

62,56,61

「半分、青い。」 打ち上げします！ 猫又帝釈天

63,64,64

63,60,64

06,64,61

打ち上げします！ 猫又帝釈天

65,63,61 26,63,60

ZOZO SUNNY

56,62,62 61,62,61

ZOZO SUNNY

63,26,62 61,63,26

レインボー 義母むす庭球会！

61,60,63 WO

ZOZO SUNNY
55(RET),56,62 60,26,35(ret)

打ち上げし隊！ ガウガウラー

62,26,62 36,65,62

打ち上げし隊！ やさぐれ宙組

64,64,65 65,16,65

やさぐれ月組 やさぐれ宙組

64,26,64 62,56,60

31

16 やさぐれ月組 やさぐれ宙組 32

15 オバシャンズ８ 還暦ですが何か？

29

14 半端ないって 楽テニ 30

13 打ち上げし隊！ ガウガウラー

27

12 弾力柔軟ガールズ はてな？ 28

11 レインボー 義母むす庭球会！

25

10 いつものメンツ NAOMIちゃん 26

9 ZOZO SUNNY

23

8 「半分、青い。」 猫又帝釈天 24

7 横溝家 ボタニカルズ

21

6 打ち上げします！ 千葉半端ないって 22

5 Ｑティクルズ みんなでまる子

19

4 オバンパイヤ Only ❤ 遊 20

3 劇団トゥモロー オバ☆ダン

やさぐれ雪組 17

2 ASUKA♡ 参加に意義あり！ 18

Cブロック大会　ABC級

1 たけ子大サーカス



　

Cブロック大会CD級

テニスもリズム EDO （江戸）

63,64,56 63,64,56

テニスもリズム ♥美魔女の宅急便 EDO （江戸）

62,62,06

61,64,60

46,64,61

テニスもリズム ♥美魔女の宅急便 秀樹とまる子

26,65,65 64,50(RET),61 65,61,16

アンず２０１８

65,61,06

まだまだひよっこ ♥美魔女の宅急便

64,26,64 61,62,62

まだまだひよっこ ♥美魔女の宅急便

64,56,60 36,61,62

一茶

64,62,62

14

一茶 15

7 ミセスバタフライ アヴァンタージュ

12

6 まだまだひよっこ ♥美魔女の宅急便 13

5 パティシェール6 ひょっこりばばん

10

4 アンず２０１８ 秀樹とまる子 11

3 若カエル⑦ ドリーム赤ずきん

8

2 テニスもリズム
Final

Hon気でGo! 9

1 デビ喫茶バイト編 EDO （江戸）



◎ 吉武（ＳＰＴＣ） 須賀（Ｖ８）
笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 牛建（Ｖ８）
窪西（ビクトリー）
千葉（プラスワン）
井上（ＡＳＵＫＡ） 泊（ＡＳＵＫＡ）
岩村（ＡＳＵＫＡ） 三橋（ＡＳＵＫＡ）

◎ 浦尾（ＡＳＵＫＡ）
島田（ＡＳＵＫＡ）

◎ 中山（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 谷奥（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
加納（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 岩崎（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
春山（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
西野（翼） 阿波（ファーストプライズ）
木村（プラスワン） ◎ 村山（プラスワン）
麻上（プラスワン）
本井（ＺＡＰ）

◎ 古美山（日の出ＴＣ） 長谷（日の出ＴＣ）
上坂（日の出ＴＣ） 清水（ＳＰＴＣ）
深見（日の出ＴＣ）
今村（日の出ＴＣ）

◎ 増田（プラスワン） 竹中（翼）
松尾（プラスワン） 嘉山（アトミック）
赤池（ファーストプライズ）
中村（プラスワン）

◎ 佐々木（Ｒａｌｌｙ） 遠藤（モンスター）
合田（Ｒａｌｌｙ） 早川（Ｇｌｏｒｙ）
竹之内（Ｒａｌｌｙ）
岡田（Ｒａｌｌｙ）

◎ 長野（ＷＩＮＳ） 新井（ＷＩＮＳ）
塙（ＷＩＮＳ） 神谷（ＷＩＮＳ）
紅谷（ＷＩＮＳ）
早野（ＷＩＮＳ）

◎ 隆杉（プラスワン） 塚原（翼）
菊池（ＴＯＤＡＹ） 田辺（アトミック）
山本（ＴＯＤＡＹ）
筒井（翼）

◎ 伝田（ビクトリー） 川原田（プラスワン）
高梨（プラスワン） 檜山（プラスワン）
花尾（プラスワン）
曽我（プラスワン）

◎ 千葉（ＳＰＴＣ） 高橋（ＳＰＴＣ）
宮川（ＳＰＴＣ） 加賀谷（めぐみ）
高橋（ＳＰＴＣ）
川西（ＳＰＴＣ）
椎名（アトミック） 佐瀬（日の出ＴＣ）
佐藤（Ｔ．Ｍ．Ｉ） ◎ 井上（ＳＴＯＲＭ）
秩父（アトミック）
原田（ビクトリー）

◎ 奈良（Ｖ８） 鈴木（ファーストプライズ）
窪園（Ｖ８） 川島（ファーストプライズ）
富田（ビクトリー）
都築（Ｖ８）
菅谷（ｖｉｖｉｄ） ◎ 丸山（ｖｉｖｉｄ）
堤（ｖｉｖｉｄ） 山本（ｖｉｖｉｄ）
長島（ｖｉｖｉｄ） 山本（ふたば）
服部（ｖｉｖｉｄ）

◎ 近藤（ＷＩＮＳ） 横尾（コアＴＣ）
佐々木（デルフィス） 教学（めぐみ）
村川（ＴＣらぴす） 木場（ＷＩＮＳ）
千浜（ＷＩＮＳ） 上原（ふたば）

◎ 本多（ファーストプライズ） 荒川（ファーストプライズ）
荒川（ファーストプライズ） 高橋（ファーストプライズ）
川口（プラスワン）
高尾（ファーストプライズ）

Cブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 たけ子大サーカス

2 ASUKA♡

3 劇団トゥモロー

4 オバンパイヤ

5 Ｑティクルズ

6 打ち上げします！

7 横溝家

8 「半分、青い。」

9 ZOZO

10 いつものメンツ

11 レインボー

12 弾力柔軟ガールズ

13 打ち上げし隊！

14 半端ないって

15 オバシャンズ８

16 やさぐれ月組



Cブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン
大木（ファーストプライズ） 石井（個人）
伴（ファーストプライズ） ◎ 江上（ファーストプライズ）
宮本（ファーストプライズ）
坂田（ファーストプライズ）
早坂（ＫＦＴ） 山下（ＫＦＴ）
後藤（ＫＦＴ） ◎ 出口（ＫＦＴ）
入矢（ＫＦＴ）
斉藤（グリーングラス）
神谷（ＳＰＴＣ） 深谷（Ｔ．Ｍ．Ｉ）
西岡（クレッシェンド） ◎ 立野（Ｔ．Ｍ．Ｉ）
川副（パラソル）
稲葉（個人）
宇田川（パラソル） 奥村（袖ヶ浦）
川口（Ｂ．ＷＡＶＥ） ◎ 黒沢（袖ヶ浦）
篠原（イレブン）
平（イレブン）
鶴岡（ポロロッカ） ◎ 松田（ポロロッカ）
村上（ポロロッカ） 田中（高浜北）
平久（ポロロッカ） 荒木（ＳＨＩＮＲＡ）
長島（ポロロッカ）
増山（さくら） 谷岡（さくら）
中村（さくら） ◎ 品田（さくら）
天川（さくら）
末口（プレジール）

◎ 篠田（めぐみ） 間部（イレブン）
細田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ） 須田（イレブン）
本間（めぐみ） 山原（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
戸井（ｖｉｖｉｄ）

◎ 澤田（ＳＰＴＣ） 柴田（Ｒａｌｌｙ）
寺本（ＳＰＴＣ） 伊藤（プレジール）
志摩（翼）
山本（ＳＰＴＣ）

◎ 原（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 大平（ＳＴＯＲＭ）
山田（ｖｉｖｉｄ） 真崎（ＳＴＯＲＭ）
岡（コアＴＣ）
和田（プレジール）

◎ Kershaw（ＺＡＰ） 桜井（ＺＡＰ）
太田（Ｖ８） 清水（ＺＡＰ）
山本（プラスワン）
高田（ＺＡＰ）

◎ 松岡（ＷＩＮＳ） 稲葉（ＷＩＮＳ）
多田（ＷＩＮＳ） 川島（ＷＩＮＳ）
明石（ＷＩＮＳ） 小倉（Ｒａｌｌｙ）
神地（ＷＩＮＳ） 山中（Ｒａｌｌｙ）

◎ 吉田（千葉ガーデン） 高橋（千葉ガーデン）
熊崎（千葉ガーデン） 日暮（千葉ガーデン）
小松（千葉ガーデン）
菅沼（千葉ガーデン）
紫谷（袖ヶ浦） 清水川（袖ヶ浦）
熊本（袖ヶ浦） ◎ 磯野（袖ヶ浦）
青柳（ＳＰＴＣ）
良元（袖ヶ浦）
石井（ファーストプライズ） 佐藤（アトミック）
鈴木（ファーストプライズ） 西原（アトミック）
新井（ファーストプライズ） ◎ 吉田（ファーストプライズ）
飯島（パラソル）
熊谷（Ｖ８） 亀井（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
水上（クレッシェンド） ◎ 鈴木（Ｔ．Ｍ．Ｉ）
谷口（アトミック）
小林（翼）

◎ 松尾（プラスワン） 今井（ファーストプライズ）
川合（ファーストプライズ） 野田（ファーストプライズ）
染谷（プラスワン）
矢野（ファーストプライズ）

17 やさぐれ雪組

18 参加に意義あり！

19 オバ☆ダン

20 Only ❤ 遊

21 みんなでまる子

22 千葉半端ないって

23 ボタニカルズ

24 猫又帝釈天

25 SUNNY

26 NAOMIちゃん

27 義母むす庭球会！

28 はてな？

29 ガウガウラー

30 楽テニ

31 還暦ですが何か？

32 やさぐれ宙組



◎ 石井（Ｇｌｏｒｙ） 山下（Ｇｌｏｒｙ）
西野（Ｇｌｏｒｙ） 林（Ｇｌｏｒｙ）
樋口（Ｇｌｏｒｙ） 山浦（Ｇｌｏｒｙ）
大桃（Ｇｌｏｒｙ）

◎ 北島（ＴＣらぴす） 二塚（エース）
池田（高洲） 福田（エース）
中山（高洲） 橋本（エース）
寺澤（ＴＣらぴす） 大西（エース）
足立（Ｐｅａｃｈ） 花澤（イレブン）
佐方（Ｐｅａｃｈ） 松尾（高浜北）
比企（Ｐｅａｃｈ） ◎ 新開（Ｐｅａｃｈ）
大山（イレブン）
今井（高洲） 井上（ＰＶ）
田澤（高洲） ◎ 豊田（ＡＳＵＫＡ）
今関（エース）
小倉（ＴＣらぴす）
青山（ふたば） 宮坂（ｖｉｖｉｄ）
生方（めぐみ） ◎ 高尾（ふたば）
小室（ふたば）
舟木（ふたば）
尼田（ＷＩＮＳ） 新宅（Ｖ８）
伊藤（Ｖ８） 林（ふたば）
宇佐見（ＴＣらぴす） 峰岸（ＰＶ）
国府田（プレジール） ◎ 岩泉（ＷＩＮＳ）

◎ 山村（モンスター） 西山（モンスター）
大森（モンスター） 深見（モンスター）
神谷（モンスター） 長塚（モンスター）
澤田（モンスター）

◎ 斎藤（ルナ） 河野（ルナ）
三浦（ルナ） 小貫（ルナ）
佐藤（ルナ） 福田（ルナ）
井之川（ルナ）

◎ 松本（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ） 井上（モンスター）
藤田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ） 秋葉（モンスター）
大川（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
山本（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）

◎ 小澤（ＤＲＥＡＭ） 武田（アルパカ）
鈴木（ＤＲＥＡＭ） 村上（プレジール）
三橋（ＤＲＥＡＭ） 渡邊（プレジール）
大岡（ＤＲＥＡＭ）

◎ 増子（Ｇｌｏｒｙ） 斎藤（Ｇｌｏｒｙ）
横山（Ｇｌｏｒｙ） 佐藤（Ｇｌｏｒｙ）
橋本（Ｇｌｏｒｙ） 土田（Ｇｌｏｒｙ）
川口（Ｇｌｏｒｙ）
赤木（クレオ） 高木（レザミ）
酒井（レザミ） 服部（エース）

◎ 霜崎（レザミ）
髙木（イレブン）

◎ 香西（ｗｉｓｈ） 小林（ｗｉｓｈ）
朝来野（ｗｉｓｈ） 松本（ｗｉｓｈ）
工藤（ｗｉｓｈ） 村山（ＴＯＤＡＹ）
長田（ｗｉｓｈ）

◎ 長谷場（ティアラ） 小林（ティアラ）
新井（ティアラ） 村山（ティアラ）
伊野（ティアラ） 若山（ティアラ）
加藤（ティアラ）

◎ 堀井（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 崎山（ＴＯＤＡＹ）
磯貝（個人） 那須（Ｔ．Ｍ．Ｉ）
岡田（翼）
坂本（Ｔ．Ｍ．Ｉ）

Cブロック大会　CD級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 デビ喫茶バイト編

2 テニスもリズム

3 若カエル⑦

4 アンず２０１８

5 パティシェール6

6 まだまだひよっこ

7 ミセスバタフライ

8 EDO （江戸）

9 Hon気でGo!

10 ドリーム赤ずきん

11 秀樹とまる子

15 一茶

12 ひょっこりばばん

13 ♥美魔女の宅急便

14 アヴァンタージュ


