
令和元年度年末ダブルス大会 庄和会場開催要項 
主催 ： 春日部市テニス協会 

記 
１、開催日：2019 年 12 月 7 日（土） 予備日：12 月 14 日（土） 
２、大会会場：庄和テニスコート 
３、集合時間：０８：３０ 
４、大会説明：０８：４５ 
５、試合開始：０９：００ 
６、試合方法： 

(ア) 参加者を 8 チームに分けたチーム対抗戦（3 試合） 
７、メンバー構成：当日受付前に掲示 
８、試合形式：当日発表 
９、当日のキャンセル： 

(ア) 当日キャンセルされた方にも参加費用を徴収します。 
(イ) メンバー交代およびキャンセルは、事前もしくは、当日連絡をお願いします。 

① 事前連絡：endyear-doubles-sho@k-t-a.org 
② 当日連絡：080-5304-1763（森本）、090-3545-3930（小坂） 

※  当日キャンセルは、8 時までにご連絡をお願いします。 
※  メンバー変更は、受付時にご連絡をお願いします。 

１０、 イベント 
(ア) 2 回戦終了後、大抽選会（パレスホテル大宮様ご提供予定） 
(イ) 昼食サービス（トン汁・他を用意します） 

① 当日天候が悪い場合は、トン汁をお弁当に変更する可能性があります 
１１、 スポーツ保険： 

(ア) 当大会におけるスポーツ保険の加入はありません。負傷など自己責任にてお願い

します。 
１２、 当日の大会延期・中止について 

(ア) 天候不良により、順延もしくは、大会中止につきましては、庄和コート掲示板に朝

７：３０頃貼り出します。電話、メールでの問い合わせ、連絡は行いませんのでご

注意願います。 
 

春日部市テニス協会年末ダブルス大会 庄和会場 
ディレクター：中野ウィンズ 小坂 良二 

大会運営：中野ウィンズ、サタデーテニスクラブ 
以上 

添付 ： 参加者リスト 



氏    名 所属クラブ 氏    名 所属クラブ
1 玉谷 明男 ＮＢＣ 1 矢野 純子 ＮＢＣ
2 林 優利 ＮＢＣ 2 笠原 やす江 ＮＢＣ
3 新藤 規雄 ＮＢＣ 3 鈴木 登美子 パワフルズ
4 小谷中 敏男 ＮＢＣ 4 君村 規子 中野ウィンズ
5 仲田 政雄 パワフルズ 5 三枝 由起枝 レッズウェーブ
6 高橋 一博 パワフルズ 6 和田  由子 レッズウェーブ
7 染谷 和広 パワフルズ 7 安部 美登利 レッズウェーブ
8 生井 弘義 パワフルズ 8 田中 優子 レッズウェーブ
9 石井  誠 パワフルズ 9 大橋 悦子 レッズウェーブ
10 布川 孝二 パワフルズ 10 佐藤 友美 レッズウェーブ
11 山本 雄史 パワフルズ 11 谷川 久美子 レッズウェーブ
12 永吉 申作 中野ウィンズ 12 赤澤 永恵 レッズウェーブ
13 中野 智重 中野ウィンズ 13 中村 信子 レッズウェーブ
14 正根知 達也 中野ウィンズ 14 笹原 みさ子 レッズウェーブ
15 庄村 伸正 レッズウェーブ 15 谷口 民子 レッズウェーブ
16 森  勇二 レッズウェーブ 16 佐藤 ゆかり レッズウェーブ
17 白砂 昭広 レッズウェーブ 17 湯田 弘美 レッズウェーブ
18 増森 平 レッズウェーブ 18 北村 光子 レッズウェーブ
19 高鳥 信一 レッズウェーブ 19 佐藤 浩子 レッズウェーブ
20 北村 博 レッズウェーブ 20 後庵 恭子 レッズウェーブ
21 小林 卓也 レッズウェーブ 21 石倉 雅子 レッズウェーブ
22 大川原 隆 レッズウェーブ 22 林 良子 レッズウェーブ
23 鹿島 智彦 レッズウェーブ 23 中川 美奈 レッズウェーブ
24 高橋 謙造 レッズウェーブ 24 樋口 たか子 レッズウェーブ
25 石井 和博 レッズウェーブ 25 樋口 夏鈴 レッズウェーブ
26 熊谷 盛樹 レッズウェーブ 26 喜多 初代 テニスハウスfun
27 田川 秀美 ブルーベリーTC 27 田村 浩美 スポーツマックス
28 小松 尚次 From４ 28 田中 てるみ スポーツマックス
29 島村 誠 ペガサス 29 濱野 江利子 From４
30 橋本 真吾 武里TC 30 嶋村 洋子 ダブルフォルト
31 米地 篤 武里TC 31 鈴木 真澄 ルネサンス
32 円崎 直樹 武里TC 32 市川 千津子 サタデー
33 木村 昭憲 FFTC 33 須貝 裕美 サタデー
34 角田 達彦 春日部硬式 34 富永 芳枝 サタデー
35 畠添 隆幸 春日部硬式 35 吉田 みさ子 サタデー
36 杉本 一夫 ダブルフォルト 36 横井 直美 サタデー
37 新井 俊行 ダブルフォルト 37 米丸 理子 サタデー
38 新井 伸之 ダブルフォルト 38 堀内留利子 ＮＢＣ
39 山野井 浩志 ダブルフォルト 39
40 大杉 潤一 ルネサンス 40
41 大舘 一之 ルネサンス 41
42 阿部 喜和 サタデー 42
43 上原 浩 サタデー 43
44 中川 寛 サタデー 44
45 米丸 一樹 サタデー 45
46 渡邉 善仁 トコロテン 46
47 関根 健 トコロテン 47
48 羽石 隆志 トコロテン 48
49 田村 圭司 トコロテン 49
50 森本 明伸 中野ウィンズ 50

令和元年度年末ダブルス大会参加者一覧
【 庄和会場 】
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