
【大 会 運 営 】 　久保淳子　・　市川晴美　・　井ノ口慶子　

【会 場 】 　白井運動公園庭球場　　（砂入り人工芝）

【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

11/22(木) 11/28(水)

　9：00 　9:00

　1Ｒ　№　2～18   3R　№15・19・21・26

　10：00   10:00

　1Ｒ　№　20～25   ＳＦ　№1・11

　2Ｒ　№　1～13
　11：00

　2Ｒ　№　14～26

～

3Ｒ 10:00

コンソレーション 　コンソレーション

9:00 　9:30

１Ｒ・2Ｒ　

№　1～10 ＳＦ

～

ＳＦ・F Ｆ

コンソレーション

雨の為順延 時間が変わりますので

注意してください。

9:30

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． テニスが出来る服装、テニスシューズを着用して下さい。

　３． 各チーム定刻の１５分前までに、(着替えを済ませて）全員揃って受付をして下さい。

       定刻に遅刻の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、現地に集合して下さい。

　　　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下さい。

　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下さい。

　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。

　　　　　　　Ｅブロック理事　　久保　淳子　　　

　ｂｌｏｃｋ＠ｊｏｓｈｉｒｅｎ－ｃｈｉｂａ．oｒｇ

路上駐車は禁止です！　必ず指定の駐車場に止めて下さい。

《　注　意　事　項　》

　　　　　　　　　　ブロック大会問合せアドレス　　　　　

第37回  Eブロック大会

2018.11.7 ディレクター　久保淳子

11/6(火) 11/7(水）
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Eブロック大会ABC級

松原の大奥！？ パンダ

61,36,62 60,16,62

みゆき姫と子分達 パンダ

W.O. W.O.

松原の大奥！？ パンダ

64,46,65 63,65,65

寅ンポリン ちこちゃん

64,46,64 63,62,46

＠衣装は無しよ。 リーベ♡ワン

61,62,06

パンダ

64,63,64

＠衣装は無しよ。

62,46,63

63,62,65

ラスト平成組 パンダ

56,61,64 26,65,64

ストロベリーかな

63,61,60

佐倉スポーレ1 ストロベリーかな

63,62,63 63,26,62

ベル・美豚ズ ストロベリー

06,65,64 60,64,06

ラスト平成組 what?

56,63,63 63,60,16

ラスト平成組 スマンデーズ

36,62,61 60,62,63

ラスト平成組 what?

64,56,62 62,60,56

3位決定戦

What?

26,65,63

1 松原の大奥！？ what? 26

12 ウェンズディ スマンデーズ 25

13 シャビーシックス what? 26

10 半分、赤い！ リーベ  ニャン 23

11 ラスト平成組 カモミールティー 24

8 佐倉スポーレ1 ストロベリーかな 21

9 ベル・美豚ズ ストロベリー 22

6 ＠衣装は無しよ。 リーベ♡ワン 19

7 大阪のなおみ ハピネス 20

5 絆 ちこちゃん 18

決勝戦

3 みゆき姫と子分達 autumn笑笑 16

4 寅ンポリン Ｃブリーズ 17

1 松原の大奥！？ 佐倉スポーレ 2 14

2 リーベ・ブー パンダ 15



　

Ｅブロック大会CD級

地味で活き隊 ひょっこりガール

64,61,26

チヤーズ!TK

63,65,65

地味で活き隊
06,64,63

56,65,61

地味で活き隊 チヤーズ!TK

65,65,60 56,62,63

クロス打たないで

64,62,46

ほぼほぼ、青い。 チヤーズ!TK

46,62,62 62,62,64

3位決定戦

ひょっこりガール 6

10

ひょこりガール

62，61，56

4 ほぼほぼ、青い。

5 ハンパナイッス6 チヤーズ!TK

8

4 ほぼほぼ、青い。 Ｅｖｅｒ♥テニス 9

3 ゴラッソ２ｎｄ クロス打たないで

6

決勝戦

2 地味で活き隊 ♡もぐもぐタイム 7

1 フニフニ ひょっこりガール



後藤（松原ＴＣ） ◎ 内田（松原ＴＣ）

鳥居（松原ＴＣ） 深海（松原ＴＣ）

片岡（ウイニング）

笠井（アールグレイ）

吉富（リーベ） 波木（総武Ｇ）

◎ 田中（リーベ） 笠松（リーベ）

川崎（ハイブリッド吉岡）

大塚（チームＹＳ）

◎ 鹿島（総武Ｇ） 金子（総武Ｇ）

中村（総武Ｇ） 橋本（スマイルズ）

辻井（個人）

小御門（総武Ｇ）

◎ 梅澤（ウイニング） 馬場（リトルｂｙリトル）

澤田（ウイニング） 高江洲（秋桜庭球会）

仁部（ウイニング）

三部（ウイニング）

◎ 小野寺（総武Ｇ） 鮎田（総武Ｇ）

山﨑（ＳＴＣ） 近藤（総武Ｇ）

佐藤（総武Ｇ）

山﨑（総武Ｇ）

◎ 青木（楠クラブ） 秋田（ＮＳＴ）

栗城（成田ローン） 和田（ＮＳＴ）

宮本（成田ローン）

長谷部（成田ローン）

石倉（ＢＥＡＮＳ） 野口（ＢＥＡＮＳ）

小林（ＢＥＡＮＳ） ◎ 池田（ＢＥＡＮＳ）

佐藤（スマイルズ）

中沢（スマイルズ）

◎ 高橋（木曜会） 野本（ＳＴＣ）

渡辺（ＳＴＣ） 髙木（オルウェイズ）

朝日（総武Ｇ）

多島（ＯＡＣ）

◎ 栗林（ベルビュー） 菅井（ノイエ）

小薗江（ベルビュー） 広田（リトルｂｙリトル）

石井（ベルビュー）

三觜（ベルビュー）

八角（志津） 松田（ＳＴＣ）

近藤（成田ローン） ◎ 室伏（楠クラブ）

坂口（木曜会）

田中（木曜会）

◎ 佐藤（秋桜庭球会） 高橋（オルウェイズ）

木下（オルウェイズ） 丸尾（オルウェイズ）

星野（ＮＳＴ）

木下（松原ＴＣ）

Eブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 松原の大奥！？

2 リーベ・ブー

3 みゆき姫と子分達

4 寅ンポリン

5 絆

9 ベル・美豚ズ

10 半分、赤い！

6 ＠衣装は無しよ。

7 大阪のなおみ

8 佐倉スポーレ1

11 ラスト平成組



Eブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

清宮（チームＹＳ） 中村（ＢＥＡＮＳ）

一瀬（松原ＴＣ） ◎ 岡田（チームＹＳ）

横川（チームＹＳ）

村井（チームＹＳ）

◎ 平間（ペップ） 竹内（ペップ）

岩倉（チームＹＳ） 藤﨑（グリーン’Ｓ）

児玉（個人）

澤田（スマイルズ）

加藤（ＳＴＣ） 小岩（サカエ）

古本（ＳＴＣ） ◎ 玉重（ＳＴＣ）

山本（ＳＴＣ）

大牧（オルウェイズ）

平山（チームＹＳ） 澤野（チームＹＳ）

田中（総武Ｇ） 赤石（ＢＥＡＮＳ）

佐藤（総武Ｇ） ◎ 五十嵐（総武Ｇ）

土屋（総武Ｇ）

12 ウェンズディ

13 シャビーシックス

14 佐倉スポーレ 2

15 パンダ



Eブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

◎ 橋本（チームＹＳ） 平出（チームＹＳ）

早坂（総武Ｇ） 越智（チームＹＳ）

佐藤（チームＹＳ）

藤原（総武Ｇ）

西田（オルウェイズ） 吉田（かやはし）

千島（ノイエ） ◎ 菊池（かやはし）

神内（オルウェイズ）

須貝（オルウェイズ）

◎ 岩渕（ノイエ） 小芝（ノイエ）

高橋（ノイエ） 杉山（ノイエ）

栄（ベルビュー）

植田（ノイエ）

◎ 矢澤（リーベ） 近藤（ウイニング）

竹内（リーベ） 樫原（リーベ）

青野（リーベ）

林（ペップ）

服部（ＯＡＣ） 黒田（ＳＴＣ）

石田（ハイブリッド吉岡） ◎ 小林（ＳＴＣ）

木目田（オルウェイズ）

福西（個人）

◎ 菅佐原（チームＹＳ） 戸田（リトルｂｙリトル）

遠藤（チームＹＳ） 金子（スマイルズ）

伊藤（チームＹＳ）

鈴木（松原ＴＣ）

◎ 島森（チームＹＳ） 塙（グリーン’Ｓ）

八田 （チームＹＳ） 内藤（グリーン’Ｓ）

二宮（アールグレイ）

岩井（楠クラブ）

柴田（リーベ） 兼保（かやはし）

高橋（ＳＴＣ） 多々良（ＯＡＣ）

◎ 高石（リーベ）

若林（リーベ）

◎ 広村（ペパーミント） 深澤（リトルｂｙリトル）

茂木（ペパーミント） 髙岡（ペパーミント）

内田（ペパーミント） 綱田（ペパーミント）

伊与田（ペパーミント）

◎ 松重（チームＹＳ） 伊尾喜（チームＹＳ）

安部（チームＹＳ） 畑中（ＢＥＡＮＳ）

高山（チームＹＳ）

中山（チームＹＳ）

◎ 宮内（ＮＳＴ） 池内（ＮＳＴ）

関川（ＮＳＴ） 中津川（ＮＳＴ）

若林（ＮＳＴ）

野口（楠クラブ）

16 autumn笑笑

17 Ｃブリーズ

18 ちこちゃん

19 リーベ♡ワン

20 ハピネス

21 ストロベリーかな

22 ストロベリー

26 what?

23 リーベ  ニャン

24 カモミールティー

25 スマンデーズ



◎ 安達（ノイエ） 佐藤（ベルビュー）

浅井（ベルビュー） 西（ベルビュー）

浅井（ベルビュー） 吉原（ベルビュー）

井手（ベルビュー）

◎ 石橋（グリーン’Ｓ） 眞鍋（スマイルズ）

星（グリーン’Ｓ） 安野（ペップ）

山﨑（ペップ）

有馬（ペップ）

◎ 尾迫（総武Ｇ） 吉川（オルウェイズ）

三橋（サカエ） 石坂（総武Ｇ）

草彅（オルウェイズ）

岡本（オルウェイズ）

◎ 池淵（総武Ｇ） 中村（秋桜庭球会）

石井（スマイルズ） 早川（総武Ｇ）

大出（総武Ｇ）

志村（秋桜庭球会）

◎ 尾嶌（ミラマ－レ） 須藤（ミラマ－レ）

藤代（ＳＴＣ） 南（ミラマ－レ）

鴫原（個人）

中村（個人）

◎ 内田（チームＹＳ） 富永（チームＹＳ）

中里（チームＹＳ） 古川（チームＹＳ）

佐藤（チームＹＳ） 桑山（スマイルズ）

谷口（チームＹＳ）

◎ 石戸（秋桜庭球会） 永澤（オルウェイズ）

高橋（秋桜庭球会） 宮崎（松原ＴＣ）

米畑（秋桜庭球会）

岡崎（オルウェイズ）

◎ 市村（チームＹＳ） 立石（チームＹＳ）

塚田（グリーン’Ｓ） 横尾（チームＹＳ）

土谷（グリーン’Ｓ） 加藤（ＢＥＡＮＳ）

真鍋（個人）

斉藤（グリーン’Ｓ） 高橋（サカエ）

渡辺（グリーン’Ｓ） 片山（楠クラブ）

清水（グリーン’Ｓ） 神原（楠クラブ）

◎ 牧（グリーン’Ｓ）

◎ 菊地（オルウェイズ） 山本（オルウェイズ）

櫛田（オルウェイズ） 大岩（ベルビュー）

前川（オルウェイズ）

蒲谷（オルウェイズ）

9 Ｅｖｅｒ♥テニス

10 チヤーズ!TK

6 ひょっこりガール

7 ♡もぐもぐタイム

8 クロス打たないで

3 ゴラッソ２ｎｄ

4 ほぼほぼ、青い。

5 ハンパナイッス6

Eブロック大会　CD級クラス　参加者名簿

◎ キャプテン

1 フニフニ

2 地味で活き隊


