
【 大 会 運 営 】 粟津真理子　奥田マリ子　森田美帆　遠藤千春　青木幸恵　菅沼佐知子
【 会　　     場 】 県総合スポーツセンター内庭球場、　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。

日程表  

11/21（水） 天台　 11/22（木） ヒルス 11/26（月）ヒルス

9:30 10:00

QF

～

F

コンソレーション

9:30 10:00

  1R ・2R

 №1～21 SF

～ ～

3R F

コンソレーション コンソレーション

　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、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（着替えを済ませて）受付を済ませてください。

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。

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。

　　Dブロック理事　　　粟津　真理子　　　 　　

　　Ｆブロック理事　　　奥田　マリ子         

ブロック大会問合せアドレス block@joshiren-chiba.org

《　注　意　事　項　》

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。

  1R・2R 

 №1～36

～

3R

コンソレーション

第３７回DFブロック大会　　

11/20（火） 天台
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インクレ鷹之台 トラスティ学院

61,63,64 63,46,63

エースは神頼み トラスティ学院

61,60,46

インクレ鷹之台

61,63,65

60,60,63

グランマ7

65,36,60

半分、青い。 お揃いですか？

60,61,06

インクレ鷹之台

61,65,63

63,61,36

Berrys 2
60,62,62

わくわく！うさこ

65,65,62

お揃いですか？

ガンバレルーヤ

64,60,62

私達半端ないって

61,16,65 61,61,61

ガンバレルーヤ なおみLOVE★ お揃いですか？

64,61,16
62,26,61

63,46,63

インクレ鷹之台 なおみLOVE★

64,61,26 62,61,61

サーシャはどこ？ まるちゃんズ，6

65,56,60 64,16,62

サーシャはどこ？ まるちゃんズ，6

60,61,61

私達は現役続行⁈

61,46,63

61,61,63

チーム セリーナ

46,65,63

私達は現役続行⁈

61,63,16

なおみLOVE★

私達は現役続行⁈

56,61,60

イケイケ！うさこ

62,46,61 60,26,62

ジャッジは神頼み

62,60,62

なおみLOVE★

Berrys 1

62,63,63

半分、赤い。

65,62,64 06,64,65

Berrys 1 なおみLOVE★

60,61,62 61,60,60

35

18 Berrys 1 なおみLOVE★ 36

17 オミナエシレディ 半分、赤い。

33

16 ジャッジは神頼み カモン！なおみ♡ 34

15 ポーカーフェイス イケイケ！うさこ

31

14 ハッピーバナナ されどテニス２Ｒ 32

13 私達は現役続行⁈ チーム セリーナ

29

12 サーシャはどこ？ 寿六ッ娘 30

11 ボッ～と女史 半分、若い

27

10 ヒデキ感撃 まるちゃんズ，6 28

9 ガンバレルーヤ お揃いですか？

25

8 テニ友学園 私達半端ないって 26

7 わくわく！うさこ 大坂ハンパナイス

23

6 ミラクルパワーⅧ Berrys 2 24

5 ハートで勝負！ ブラックで嬢

21

4 半分、青い。 おばちゃんずラブ 22

3 鷹姫せぶんやで～ グランマ7

19

2 エースは神頼み トラスティ学院 20

ＤＦブロック大会　ＡＢＣ級

1 インクレ鷹之台 まだ、半分青い！



　

なおみ半端ないず マダムパープルズ

61,06,65 46,62,64

進級３年１組！！

63,60,63

なおみ半端ないず マダムパープルズ

62,64,16 60,62,56

みつばちマーヤ

26,65,65

アイドルみっくす なおみ半端ないず みつばちマーヤ

62,65,65

60,63,63

W.O.

なおみ半端ないず 天までとどけ！

56,64,64 63,56,63

ドキドキ！うさこ 天までとどけ！

63,64,65 W.O.

ももいろマダム

62,62,63

天までとどけ！

ドキドキ！うさこ

16,60,64

G-girls
62,64,63 56,63,63

チームかんみ みつばちマーマ

64,56,65 62,16,65

チームかんみ

61,64,46

11 黒猫テニス

20

10 チームかんみ みつばちマーマ 21

9 太郎を探せ G-girls

18

8 ふ♪ギョギョ コーチに叱られる 19

7 ももいろマダム 天までとどけ！

16

6 ドキドキ！うさこ 五郎丸を探せ 17

5 テニ友学園 ウキウキ！うさこ

14

4 アイドルみっくす セレナずラブ 15

3 進級３年１組！！ みつばちマーヤ

12

2 カレイ？そだね 千葉のなおみ達 13

ＤＦブロック大会　ＣＤ級

1 なおみ半端ないず マダムパープルズ



中山（鷹之台） 高橋（鷹之台）
岡野（鷹之台） 岩崎（鷹之台）
岩崎（Ｋｅｎ’ｓ） ◎ 内田（鷹之台）
上村（鷹之台）

◎ 萱野（イースタン） 佐伯（アルドール）
岡山（イースタン） 恩田（アルドール）
多羅尾（イースタン） 田北（Ｔ．ＡＳＫＡ）
萱間（うさぎ）
山縣（鷹之台） 河野（鷹之台）
金子（鷹之台） ◎ 北澤（鷹之台）
藏川（鷹之台） 高澤（鷹之台）
蜂谷（鷹之台）

◎ 村上（鷹之台） 清水（鷹之台）
五十嵐（個人） 白鳥（稲毛フラワー）
加瀬（テニスキューブ）
鎌形（殿山）

◎ 宮崎（アートヒル） 宮内（アートヒル）
石毛（アートヒル） 宮本（うさぎ）
森野（アートヒル） 坂野（ブルーベル）
澤（アートヒル）
西沢（鷹之台） 斧渕（鷹之台）
石崎（鷹之台） 板垣（鷹之台）
久保田（鷹之台） ◎ 中尾（鷹之台）
河内（鷹之台）

◎ 小林（うさぎ） 海江田（うさぎ）
木達（うさぎ） 高垣（うさぎ）
大沼（うさぎ）
永井（うさぎ）
宮澤（スターズ） 江村（アルドール）

◎ 小沼（スターズ） 加藤（スターズ）
岩佐（スターズ）
野村（スターズ）

◎ 衛藤（鷹之台） 田中（鷹之台）
佐藤（鷹之台） 間瀬戸（鷹之台）
中村（鷹之台） 桶谷（鷹之台）
小久保（鷹之台） 小島（鷹之台）

◎ 家入（青葉台レディース） 大西（ミニーズ）
横山（コスモ） 山田（ミニーズ）
高木（ＣＣＬ） 本間（青葉台レディース）
安池（ＣＣＬ）

◎ 広中（鷹之台） 小清水（鷹之台）
熊井（鷹之台） 三村（鷹之台）
渡辺（鷹之台）
海保（鷹之台）

◎ 三羽（Ｔ．ＡＳＫＡ） 平井（ＡＧＣ）
石井（コスモ） 布山（Ｔ．ＡＳＫＡ）
固本（テニスキューブ）
石山（個人）

◎ 荒井（ＣＣＬ） 伊藤（テニスキューブ）
中村（コスモス’８１） 津下（ＡＧＣ）
野口（ステップアップ） 花澤（テニスキューブ）
鈴木（ＣＣＬ） 伊藤（テニスキューブ）

◎ 増田（ＨＡＰＰＹ） 藤平（ＨＡＰＰＹ）
石川（ＨＡＰＰＹ） 谷中（ＨＡＰＰＹ）
江波戸（ＨＡＰＰＹ）
遠藤（ＨＡＰＰＹ）

◎ 美濃（テニスキューブ） 鈴木（リエゾン）
合田（テニスキューブ） 坂本（グリーンヒル）
宮永（ソレイユ）
前田（ソレイユ）
田上（イースタン） ◎ 鈴木（イースタン）
上田（イースタン） 石木戸（ブルーベル）
安川（イースタン） 岩見（イースタン）
田中（イースタン）
新（鷹之台） 茂住（鷹之台）
上島（テニスキューブ） ◎ 冨野（鷹之台）
山本（鷹之台）
川口（鷹之台）

◎ 藤田（コスモ） 広田（テニスキューブ）
谷本（ＪＵＪＵ） 菊谷（コスモ）
渡部（青葉台レディース） 清水（コスモ）
里（Ｃｒｏｗｓ）

D・Fブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 インクレ鷹之台

2 エースは神頼み

3 鷹姫せぶんやで～

4 半分、青い。

5 ハートで勝負！

6 ミラクルパワーⅧ

7 わくわく！うさこ

8 テニ友学園

9 ガンバレルーヤ

10 ヒデキ感撃

11 ボッ～と女史

12 サーシャはどこ？

13 私達は現役続行⁈

14 ハッピーバナナ

15 ポーカーフェイス

16 ジャッジは神頼み

17 オミナエシレディ

18 Berrys 1



D・Fブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン
◎ 菊池（ＳＰＡＲＫ） 吉田（ＳＰＡＲＫ）

島田（ＳＰＡＲＫ） 桜井（ＳＰＡＲＫ）
岡村（ＳＰＡＲＫ） 福永（ＳＰＡＲＫ）
丹羽（ＳＰＡＲＫ）

◎ 齊藤（トラスティ） 坂本（トラスティ）
管野（トラスティ） 土田（トラスティ）
清田（トラスティ） 永山（トラスティ）
斎藤（トラスティ） 那和（トラスティ）

◎ 佐藤（鷹之台） 中村（光風台）
皆川（鷹之台） 白倉（鷹之台）
岡本（グリーンヒル） 相原（鷹之台）
松本（鷹之台）

◎ 中原（Ｌａｐｉｓ） 小林（Ｌａｐｉｓ）
川本（Ｌａｐｉｓ） 中山（グリーンヒル）
西田（Ｌａｐｉｓ） 池田（ＡＧＣ）
本間（Ｌａｐｉｓ）
松﨑（誉田） 桑原（こてはし台）
池辺（コスモ） ◎ 安部（こてはし台）
藤田（こてはし台）
相良（テニスキューブ）

◎ 鈴木（コスモ） 小川（コスモ）
岩田（スイートミント） 岡田（コスモ）
田中（コスモ） 坪根（コスモ）
片山（コスモ）
大谷（ヴィーナス） 熊谷（リーフ）
南條（リーフ） 山畑（リーフ）

◎ 森川（リーフ） 泉沢（アポロコースト）
若柳（リーフ） 半澤（アポロコースト）

◎ 野田（鷹之台） 小川（鷹之台）
坪原（鷹之台） 遠藤（鷹之台）
山岸（殿山） 三浦（鷹之台）
久保田（鷹之台）

◎ 佐野（更科庭球会） 井上（グリーンヒル）
安藤（更科庭球会） 髙﨑（ＨＡＰＰＹ）
大津（更科庭球会） 高木（リエゾン）
佐々木（更科庭球会） 今井（チャンス）
鈴木（鷹之台） 石井（ぐりーん）
宮川（鷹之台） ◎ 安斉（鷹之台）
安部（鷹之台）
小林（鷹之台）

◎ 外崎（ＣＡ稲毛） 帆足（ＣＡ稲毛）
高橋（ＣＡ稲毛） 大倉（光風台）
橋本（ソレイユ）
奥村（ＣＡ稲毛）
浅見（稲毛フラワー） 山田（稲毛フラワー）
黒見（鷹之台） 吉田（稲毛フラワー）

◎ 熊切（稲毛フラワー）
関口（稲毛フラワー）

◎ 新井（ステップアップ） 森田（ステップアップ）
木下（スイートミント） 藤木（コスモ）
五十嵐（スイートミント）
須藤（コスモス’８１）
藤田（鷹之台） 安藤（鷹之台）
清水（鷹之台） ◎ 坂元（鷹之台）
小松（鷹之台） 長山（鷹之台）
小林（鷹之台）

◎ 渡部（うさぎ） 岡村（テニスキューブ）
相田（うさぎ） 河内（ＪＵＪＵ）
桜井（うさぎ）
山本（うさぎ）
宮田（テニスキューブ） 山下（キャンビー）
木村（もえぎ） ◎ 西村（キャンビー）
西田（コスモス’８１）
塩川（キャンビー）
苅部（はなみずき） 森（はなみずき）
長谷部（もえぎ） 上原（はなみずき）
平山（はなみずき） ◎ 麻柄（はなみずき）
前嶋（はなみずき）

◎ 藤田（向日葵） 三好（トラスティ）
中園（向日葵） 平岡（リエゾン）
川﨑（アポロコースト）
竹村（ＪＵＪＵ）

19 まだ、半分青い！

20 トラスティ学院

21 グランマ7

22 おばちゃんずラブ

23 ブラックで嬢

24 Berrys 2

25 大坂ハンパナイス

26 私達半端ないって

27 お揃いですか？

28 まるちゃんズ，6

29 半分、若い

30 寿六ッ娘

31 チーム セリーナ

32 されどテニス２Ｒ

36 なおみLOVE★

33 イケイケ！うさこ

34 カモン！なおみ♡

35 半分、赤い。



天野（コスモ） 古木（コスモ）
斉藤（コスモ） ◎ 西田（コスモ）
海東（コスモ） 田福（ソレイユ）
海宝（コスモ） 塩見（ソレイユ）

◎ 石田（キャンビー） 内田（Ｃ．Ｎ．Ｔ）
石橋（Ｃ．Ｎ．Ｔ） 大野（ティラミス）
風間（テニスキューブ）
渡辺（テニスキューブ）
三好（稲毛フラワー） ◎ 高山（稲毛フラワー）
芦塚（稲毛フラワー） 山元（稲毛フラワー）
鈴木（稲毛フラワー） 飯田（稲毛フラワー）
曽根（稲毛フラワー） 生嶋（稲毛フラワー）
川島（ヴィーナス） 瀬田（うさぎ）
佐藤（ヴィーナス） ◎ 吉田（ヴィーナス）
小髙（Ｌａｐｉｓ）
関根（個人）

◎ 稲垣（スターズ） 早瀬（テニスキューブ）
淵上（スターズ） 神谷（はなみずき）
東（ヒリーズ）
鈴木（はなみずき）
志賀（うさぎ） 杉浦（ブルーベル）
斎藤（うさぎ） ◎ 羽根（うさぎ）
小泉（Ｔ．ＡＳＫＡ）
鈴木（グリーンヒル）

◎ 葛西（キャンビー） 森（クールミント）
高山（キャンビー） 藤原（クールミント）
佐藤（キャンビー）
近藤（キャンビー）
松本（コスモス’８１） 仲本（コスモス’８１）
大貫（テニスキューブ） ◎ 高山（グリーンヒル）
江澤（ヒリーズ）
武田（アートヒル）

◎ 鈴木（トパーズ） 上西（トパーズ）
磯（トパーズ） 大滝（トパーズ）
服部（トパーズ） 前田（トパーズ）
川名（トパーズ）

◎ 大塚（ティラミス） 南里（ティラミス）
池田（ティラミス） 西川（ティラミス）
栗原（ティラミス） 三浦（ティラミス）
清水（ティラミス）
江上（アルドール） 小倉（トラスティ）
周郷（アルドール） ◎ 石井（Ｂｏｎｄｓ　ＴＡ）
横川（アルドール）
島田（アルドール）
桑原（ブレンディー） 泉（ブレンディー）
斉藤（ブレンディー） ◎ 茅野（ブレンディー）
向井（はなみずき）
中塚（ブレンディー）

◎ 黒河内（ヒリーズ） 正木（アートヒル）
石井（アートヒル） 堀合（ヒリーズ）
栗原（アートヒル）
関口（アートヒル）
石塚（ステップアップ） 今川（ステップアップ）
大川（ステップアップ） 野中（ステップアップ）
永池（ステップアップ） ◎ 丹（ステップアップ）
川合（ステップアップ）

◎ 土田（Ｋｅｎ’ｓ） 楡井（Ｋｅｎ’ｓ）
野崎（Ｋｅｎ’ｓ） 寺田（Ｋｅｎ’ｓ）
梶原（Ｋｅｎ’ｓ） 永井（Ｋｅｎ’ｓ）
斉藤（Ｋｅｎ’ｓ） 及川（Ｋｅｎ’ｓ）

◎ 太田（うさぎ） 町田（うさぎ）
高橋（うさぎ） 宮ヶ原（うさぎ）
大藪（うさぎ）
生雲（うさぎ）

◎ 松井（トパーズ） 伊藤（トパーズ）
田中（トパーズ） 一瀬（トパーズ）
宇野（トパーズ）
桒原（トパーズ）

D・Fブロック大会　CD級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 なおみ半端ないず

2 カレイ？そだね

3 進級３年１組！！

4 アイドルみっくす

5 テニ友学園

6 ドキドキ！うさこ

7 ももいろマダム

8 ふ♪ギョギョ

9 太郎を探せ

10 チームかんみ

11 黒猫テニス

12 マダムパープルズ

13 千葉のなおみ達

14 みつばちマーヤ

15 セレナずラブ

16 ウキウキ！うさこ

17 五郎丸を探せ



D・Fブロック大会　CD級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン
◎ 追留（ＲＯＯＴＳ） 鯨岡（テニスキューブ）

川久保（ＲＯＯＴＳ） 近内（もえぎ）
南部（ＲＯＯＴＳ）
片岡（テニスキューブ）
児玉（ｆｆ） 藤江（ｆｆ）
志田（ｆｆ） 森川（ｆｆ）
寺山（ｆｆ） ◎ 吉原（ｆｆ）
戸塚（ｆｆ）

◎ 吉田（ぐりーん） 田中（ぐりーん）
田中（ぐりーん） 山下（ＪＵＪＵ）
佐藤（ぐりーん） 塩川（ＨＡＰＰＹ）
杉浦（ぐりーん）

◎ 野原（リエゾン） 北原（リエゾン）
山根（リエゾン） 石井（リエゾン）
越川（リエゾン） 椎名（リエゾン）
横畑（Ｋｅｎ’ｓ） 石田（Ｃ．Ｎ．Ｔ）

21 みつばちマーマ

18 天までとどけ！

19 コーチに叱られる

20 G-girls


