
                                                                             大会アドレス

【大 会 運 営 】　小林有子　　岩田純子　　伊藤沙也香

【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初回戦は行えますが結果は反映されず不戦敗となります。

　　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(月）

～

　1． 申込み以外の選手では出場できません。

　2． 服装は試合にふさわしいテニスウェア、テニスシューズを着用してください。通常の大会同様とします。

　3． 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。

　4． 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。

　5． 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。

　6． 本大会は全ての選手を公平に扱います。

　7． この大会で得た個人情報は大会以外の目的には使用しません。

　8．

第３９回  Cブロック大会

block@joshiren-chiba.org

１1/１6（火） 11/17(水）

〈　注　意　事　項　〉

この大会に関する問い合わせは、大会アドレスまでお願いします。

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。
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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。
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劇団トゥモロー かぼっコリー

16,65,62 61,60,64

ＢＥＳＴＹ かぼっコリー

64,60,61 56,60,63

ぴすたちお かぼっコリー

46,63,65 62,36,64

チームオンライン ミニオンデカッ

36,62,62   61,61,65

ぴすたちお 猫又帝釈天２１

65,61,56

あつ森であつ子

65,46,65

ぴすたちお

56,61,62

親子丼テニス あつ森であつ子

63,16,62 16,65,62

推しの若葉と落葉

64,36,60

天使の仮面 推しの若葉と落葉

62,16,63 62,56,60

幕張Ｓａｉｌｏｒ あつ森であつ子

62,62,56 64,63,62

親子丼テニス ちーちゃんず

26,63,63 63,65,62

親子丼テニス あつ森であつ子

61,61,16 60,64,60

親子丼テニス

W.O.

桃栗三年柿八年 14

2 ｗｉｓｈ チームＫＦＴ

1 劇団トゥモロー

15

3 ＢＥＳＴＹ かぼっコリー 16

4 チームオンライン ミニオンデカッ 17

ガンバローゼ 18

6 ぴすたちお 猫又帝釈天２１

5 ＴＥＡＭすみっこ

19

7 カントリーマアム ふわり 20

8 天使の仮面 推しの若葉と落葉 21

好きなんだもん 22

10 幕張Ｓａｉｌｏｒ ちーちゃんず

9 ワクチン接種済み

23

11 親子丼テニス ｖｉｖｉｄ魂 24

12 滑り込みセーフ あつ森であつ子 25

13 ＢＴＬ

Ｃブロック大会（ＡＢＣ級）

61,62,36



　

アンず２０２１ 全集中球の呼吸

36,62,63 63,62,63

Ｈｏｎ気でＧｏ 赤い細工
46,60,61

アンず２０２１

63,62,26

36,63,61

赤い細工

赤い細工

63,36,63

ティアラの星

64,16,65

マリパカ 赤い細工
63,26,60 26,62,62

マリンピック

W.O.

マリパカ 門星七ノ型

06,61,63 62,16,63

マリパカ 門星七ノ型

26,65,65 65,62,65

青ざめたパンダ

60,64,61

ドリームガールズ 10

2 クリスマスローズ 全集中球の呼吸

1 アンず２０２１

11

3 Ｈｏｎ気でＧｏ おかえりクエ 12

4 ティアラの星 赤い細工 13

マリンピック 14

6 ジャンボリー デビルカンパニー

5 いとしのエリー

15

7 マリパカ 全集中桃の剣 16

8 竹の子倶楽部 門星七ノ型　結 17

9 青ざめたパンダ

Ｃブロック大会（ＣＤ級）

56,64,64



谷奥（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） ◎ 井上（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
竹中（翼） 中山（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
荒（個人）
角田（ＷＥＤ）

◎ 朝来野（ｗｉｓｈ） 佐久間（ＺＡＰ）
工藤（ｗｉｓｈ） 清水（ＺＡＰ）
川嶋（ｗｉｓｈ） 松本（ｗｉｓｈ）
佐藤（ｗｉｓｈ）
加賀谷（めぐみ） 熊本（袖ヶ浦）
高橋（ＳＰＴＣ） ◎ 本田（袖ヶ浦）
青柳（ＳＰＴＣ）
黒井（マリン庭球部）

◎ 吉武（ＳＰＴＣ） 西原（アトミック）
笹田（ＴＯＭＯＲＲＯＷ） 戸川（コランダム）
窪西（ビクトリー）
田口（アトミック）

◎ 多田（ＷＩＮＳ） 谷口（アトミック）
神地（ＷＩＮＳ） 青木（Ｖ８）
稲葉（ＷＩＮＳ）
松岡（ＷＩＮＳ）
佐竹（コアＴＣ） 新井（コランダム）
岡（コアＴＣ） ◎ 原（Ｔ．Ｍ．Ｉ）
佐藤（コアＴＣ）
竹之内（Ｒａｌｌｙ）
高橋（千葉ガーデン） 和田（Ｓ．ＭＩＸ）
菅沼（千葉ガーデン） ◎ 吉田（千葉ガーデン）
能勢（Ｓ．ＭＩＸ）
橋本（Ｓ．ＭＩＸ）

◎ 吉野（翼） 國定（翼）
榎本（めぐみ） 西野（翼）
塚原（翼）
長谷（日の出ＴＣ）

◎ 原田（ビクトリー） 高田（ＺＡＰ）
井上（ＳＴＯＲＭ） 秩父（アトミック）
太田（Ｖ８）
川崎（Ｖ８）

◎ 重留（めぐみ） 篠田（めぐみ）
武藤（さくら） 細田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
本間（めぐみ）
吉田（ＴＣらぴす）
安蒜（ＷＩＮＳ） 河本（マリン庭球部）
小倉（Ｒａｌｌｙ） ◎ 松下（マリン庭球部）
山中（Ｒａｌｌｙ）
津田（Ｒａｌｌｙ）
中村（さくら） 川口（デルフィス）
天川（さくら） ◎ 谷岡（さくら）
増山（さくら）
米澤（デルフィス）

◎ 油屋（翼） 長田（翼）
筒井（翼） 中野（翼）
北條（翼）
甫守（ビクトリー）

Cブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿
◎ キャプテン

1 劇団トゥモロー

2 ｗｉｓｈ

3 ＢＥＳＴＹ

4 チームオンライン

5 ＴＥＡＭすみっこ

6 ぴすたちお

7 カントリーマアム

8 天使の仮面

9 ワクチン接種済み

10 幕張Ｓａｉｌｏｒ

11 親子丼テニス

12 滑り込みセーフ

13 ＢＴＬ



Cブロック大会　ABC級クラス　参加者名簿
◎ キャプテン

◎ 早野（ＷＩＮＳ） 関（ＷＩＮＳ）
長野（ＷＩＮＳ） 川島（ＷＩＮＳ）
神谷（ＷＩＮＳ）
新井（ＷＩＮＳ）

◎ 早坂（ＫＦＴ） 出口（ＫＦＴ）
新井（ＫＦＴ） 山下（ＫＦＴ）
入矢（ＫＦＴ）
後藤（ＫＦＴ）
大平（ＳＴＯＲＭ） 土佐（Ｖ８）
東（ＳＴＯＲＭ） ◎ 土屋（Ｒａｌｌｙ）
櫻井（プラスワン）
石川（ｗｉｓｈ）
高橋（個人） 阿波（ファーストプライズ）
片山（個人） ◎ 村山（プラスワン）
峠（個人）
中村（ＴＯＭＯＲＲＯＷ）
嘉山（ＷＩＮＳ） 千浜（ＷＩＮＳ）
紅谷（ＷＩＮＳ） 木場（ＷＩＮＳ）

◎ 近藤（ＷＩＮＳ）
長島（ポロロッカ）
石黒（ＳＰＴＣ） 伊藤（プレジール）
植草（ＳＰＴＣ） 柴田（Ｒａｌｌｙ）

◎ 寺本（ＳＰＴＣ）
山崎（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）

◎ 檜山（Ｂ．ＷＡＶＥ） 竹田（高浜北）
赤瀬（Ｂ．ＷＡＶＥ） 宇田川（パラソル）
川口（Ｂ．ＷＡＶＥ） 白川（Ｂ．ＷＡＶＥ）
樺島（Ｂ．ＷＡＶＥ）
立野（Ｔ．Ｍ．Ｉ） 稲葉（個人）
松本（アトミック） 垣屋（パラソル）
神谷（ＳＰＴＣ）

◎ 川副（パラソル）
浦尾（ＡＳＵＫＡ） 今井（高洲）
泊（ＡＳＵＫＡ） ◎ 三橋（ＡＳＵＫＡ）
島田（ＡＳＵＫＡ）
横尾（コアＴＣ）

◎ 藤代（ふたば） 実広（ふたば）
上原（ふたば） 須賀（Ｖ８）
小川（デルフィス）
風見（ふたば）

◎ 丸山（ｖｉｖｉｄ） 長島（ｖｉｖｉｄ）
菅谷（ｖｉｖｉｄ） 山本（ｖｉｖｉｄ）
山田（ｖｉｖｉｄ） 戸井（ｖｉｖｉｄ）
瀧口（ｖｉｖｉｄ）
大谷（翼） 青木（Ｖ８）
志摩（翼） ◎ 小山田（ＴＯＤＡＹ）
渡部（翼）
中村（個人）

14 桃栗三年柿八年

15 チームＫＦＴ

16 かぼっコリー

17 ミニオンデカッ

18 ガンバローゼ

19 猫又帝釈天２１

20 ふわり

24 ｖｉｖｉｄ魂

25 あつ森であつ子

21 推しの若葉と落葉

22 好きなんだもん

23 ちーちゃんず



◎ 豊田（ＡＳＵＫＡ） 菅藤（高洲）
小倉（ＴＣらぴす） 中山（高洲）
田澤（高洲） 池田（高洲）
井上（ＰＶ）
青山（ふたば） 舟木（ふたば）
林（ふたば） 高尾（ふたば）

◎ 小室（ふたば）
生方（めぐみ）

◎ 秋葉（モンスター） 松本（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
井上（モンスター） 山本（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
後藤（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
藤田（Ｔ．Ｈｏｎｇｏ）
新井（ティアラ） 長谷場（ティアラ）
小林（ティアラ） ◎ 加藤（ティアラ）
村山（ティアラ） 磯辺（Ｓ．ＭＩＸ）
若山（ティアラ）

◎ 土田（Ｇｌｏｒｙ） 橋本（Ｇｌｏｒｙ）
横山（Ｇｌｏｒｙ） 小田（Ｇｌｏｒｙ）
川口（Ｇｌｏｒｙ） 佐藤（Ｇｌｏｒｙ）
斎藤（Ｇｌｏｒｙ） 中山（ＴＣらぴす）

◎ 青野（個人） 柴川（ファーストプライズ）
宗像（個人） 白田（ビクトリー）
池口（個人）
藤本（個人）
朝倉（マリン庭球部） 岡部（アルパカ）
村上（マリン庭球部） ◎ 岡元（マリン庭球部）
成田（アルパカ）
東野（アルパカ）
北島（ＴＣらぴす） 片山（マリン庭球部）
寺澤（ＴＣらぴす） ◎ 早坂（めぐみ）
宇佐見（ＴＣらぴす）
高橋（マリン庭球部）

◎ 東地（Ｖ８） 大杉（個人）
有馬（Ｖ８） 清水（個人）
坂本（Ｖ８） 門間（パラソル）
望月（Ｖ８）

◎ 小澤（ＤＲＥＡＭ） 山田（ＤＲＥＡＭ）
栗原（ＤＲＥＡＭ） 武田（アルパカ）
鈴木（ＤＲＥＡＭ）
三橋（ＤＲＥＡＭ）

◎ 山口（ｖｉｖｉｄ） 為我井（ｖｉｖｉｄ）
堤（ｖｉｖｉｄ） 安田（ＭＭＴＣ）
服部（ｖｉｖｉｄ）
山本（ふたば）

◎ 水島（プレジール） 渡邊（プレジール）
国府田（プレジール） 岩泉（ＷＩＮＳ）
佐藤（プレジール） 丸山（さくら）
村上（プレジール）

Cブロック大会　CD級クラス　参加者名簿
◎ キャプテン

1 アンず２０２１

2 クリスマスローズ

3 Ｈｏｎ気でＧｏ

4 ティアラの星

5 いとしのエリー

6 ジャンボリー

7 マリパカ

8 竹の子倶楽部

9 青ざめたパンダ

10 ドリームガールズ

11 全集中球の呼吸

12 おかえりクエ



Cブロック大会　CD級クラス　参加者名簿
◎ キャプテン

◎ 伊奈（ファーストプライズ） 工藤（個人）
粥川（個人） 崎山（ＴＯＤＡＹ）
新井（ＭＭＴＣ）
泉（ファーストプライズ）

◎ 山川（マリン庭球部） 谷中（マリン庭球部）
中村（マリン庭球部） 長谷川（ＭＭＴＣ）
内田（マリン庭球部）
間宮（マリン庭球部）

◎ 石井（Ｇｌｏｒｙ） 樋口（Ｇｌｏｒｙ）
大桃（Ｇｌｏｒｙ） 山浦（Ｇｌｏｒｙ）
西野（Ｇｌｏｒｙ） 山下（Ｇｌｏｒｙ）
林（Ｇｌｏｒｙ）
松原（Ｐｅａｃｈ） 足立（Ｐｅａｃｈ）
松尾（高浜北） ◎ 比企（Ｐｅａｃｈ）
佐方（Ｐｅａｃｈ）
新開（Ｐｅａｃｈ）

◎ 西山（モンスター） 深見（モンスター）
大森（モンスター） 山村（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）

13 赤い細工

14 マリンピック

15 デビルカンパニー

16 全集中桃の剣

17 門星七ノ型　結
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