
平成28年4月17日

右川組 池田屋

エルヴェ エルヴェ

トナカイ パワフルズ

ラケットでトコロテン パワフルズ

SKB ４８ クマ

レッズウェーブ ラケットでトコロテン

㈱小滝 ある丼

テニスハウスｆｕｎ レッズウェーブ

クィーンアリスの星

YOU

ねこパンチ キリン

レッズウェーブ ラケットでトコロテン

パンダ ﾚｯｽﾞよねピー

ラケットでトコロテン レッズウェーブ

千代田苦 チームヒロくん

レッズウェーブ FFTC

ぴょん吉 テニスの玉子様

中野ウインズ レッズウェーブ

ONE for ALL チーム・アルト

レッズウェーブ アルトバイエルン

ギニュー特戦隊 ゾウ

ラケットでトコロテン ラケットでトコロテン

Bye Bye

Bye Bye
MIX 6-1
女D 6-0
男D 6-3

2-1
MIX 4-6
女D 6-5
男D 6-1 3-0

MIX 6-2
女D 6-0
男D 6-1

3-0
MIX 6-1
女D 6-2
男D 6-4 3-0

MIX 6-4
女D 6-1
男D 6-03-0

Bye Bye

2-1

Bye Bye
MIX 6-4
女D 6-3
男D 6-4

3-0

2-1
MIX 6-5
女D 6-5
男D 5-6

MIX 6-3
女D 2-6
男D 6-5

テニスハウスｆｕｎ

3-0
MIX 6-3
女D 6-1
男D 6-0

3-0
MIX 6-1
女D 6-4
男D 6-3 2-1

Bye

Bye Bye

平成28年度春日部市テニス協会団体戦大会【Aクラス】
於　：　庄和コート

3-0
MIX 6-3
女D 6-4
男D 6-22-1

MIX 6-5
女D 6-2
男D 3-6 2-1

MIX 6-2
女D 2-6
男D 6-5

3-0

3-0
MIX 6-1
女D 6-3
男D 6-3

㈱小滝

MIX 6-1
女D 6-1
男D 6-3

2-1
MIX 6-2
女D 3-6
男D 6-3

2-1
MIX 5-6
女D 6-3
男D 6-5

MIX 6-5
女D 6-4
男D 5-62-1

MIX 6-4
女D 6-5
男D 1-6

3-0
MIX 6-2
女D 6-0
男D 6-3



平成28年4月17日

スーパーアイドルたまみ ケイコ＆マナブ

ラケットでトコロテン ペガサス

三代目チョコビッチ 肩こり系

Ｆｒｏｍ ４ 春日部硬式

ＨＴＳ Ｔｅａｍ ＹＤＫ

レッズウェーブ レッズウェーブ

雨男 ハイバード・じゃぽん

ダブルフォルト ラケットでトコロテン

武里ダウン・ザ・ライン

武里TC

イレギュラーズ サタデーモンスターズ

テニスハウスｆｕｎ サタデー

ひまわり 晴女

ルネサンス春日部 ダブルフォルト

シカ Team チェリー

ラケットでトコロテン ルネサンス春日部

Relax Wゆーぞーとその仲間

春日部硬式 春日部硬式

オレンジーナⅢ 三代目ヘデラー

テニスハウスｆｕｎ Ｆｒｏｍ ４

チーム磯野家 がちゃぴん

レッズウェーブ テニスハウスｆｕｎ

Bye Bye

Bye Bye

Bye Bye
2-1

MIX 2-6
女D 6-1
男D 6-0

3-0
MIX 6-0
女D 6-2
男D 6-3 2-1

MIX 6-2
女D 6-5
男D 5-6

2-1
MIX 6-2
女D 6-5
男D 2-6

3-0
MIX 6-3
女D 6-3
男D 6-5

2-1

Bye Bye

Bye

Bye Bye

MIX 6-2
女D 6-5
男D 6-1

3-0
MIX 6-0
女D 6-1
男D 6-1

2-1
MIX 6-1
女D 6-0
男D 3-6

MIX 6-3
女D 6-4
男D 2-6

春日部硬式
Relax

3-0
MIX 6-3
女D 6-2
男D 6-4

於　：　大沼コート

2-1
MIX 2-6
女D 6-5
男D 6-0

2-1
MIX 4-6
女D 6-4
男D 6-1

3-0
MIX 6-0
女D 6-4
男D 6-1

2-0

3-0
MIX 6-4
女D 6-3
男D 6-1

3-0
MIX 6-1
女D 6-4
男D 6-3

3-0

平成28年度春日部市テニス協会団体戦大会【Bクラス】

2-1
MIX 6-5
女D 6-5
男D 5-62-1

MIX 6-2
女D 6-2
男D 4-6

3-0
MIX 6-4
女D 6-2
男D 6-4

MIX 6-3
男D 6-1

2-1
MIX 6-4
女D 6-4
男D 2-6



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

右川　信司 鈴木　理 丸山　博太郎 ﾄｺﾛ

望月　直美 高橋　奈津美 坂本　香織

染谷　伸幸 小沼　一人 角野　好徳

小林　照美 浅利　理絵 津浪　佳代子

高橋　達郎 林　正治 ﾙﾈｻﾝ 小河原　友則 FFTC

山本　美恵子 林　芙美子 板垣　かおり 中野

宮田　大輔 ﾀﾞﾎﾞ 小滝　裕也 小堀　達也

関根　綾子 川崎　民江 宇佐美　美有紀 硬式

井上　桂宏 木村　敦 藤本　勇二

井上　真美 野村　由香 渡邉　和子

三宅　徹志 ﾊﾟﾜﾌﾙ 長谷川　幸太 武里 大島　慎一郎

粟屋　淳子 ﾚｯｽﾞ 湯田　美沙 吉田　愛

鈴木　隆之 千代田　範人 剣　大輔 ﾄｺﾛ

中村　貴子 谷利　麻理子 武里 細野　美和 ﾄｺﾛ

春日　敏雄 岡本　博 永吉　申作

小坂　早苗 加島　由美子 ﾚｯｽﾞ 宮下　千明 ﾚｯｽﾞ

森高　義朗 小松　尚治 F4 早川　一史 F4

平井　かおり 椋野　玲子 高見　昌代 F4

渡邊　成児 青木　大輔 関野　将司 中野

鈴木　晶子 SMAX 亀谷　緑 SMAX 大島　あい

池田　典義 高岡　秀光 猪股　由之

伊藤　史子 SMAX 藤井　玉青 城野　茜

芦田　秀史 高橋　一博 高橋　正仁

宮本　裕子 岡田　明美 中野 鈴木　幸子 中野

羽石　隆志 ﾊﾟﾜﾌﾙ 関根　健 渡邉　善仁

石田　彩乃 岡崎　愛 工藤　淳子

西田　稔 美田　和也 石川　雄太

堀中　香里 山田　みゆき 尾台　智恵

石井　文男 島谷　一城 大山　涼

横山　紀子 宮川すなお 小池　絵理

山谷　慶吾 中野 岩本　達也 齋藤　新悟

加藤　晶子 中野 河口　正美 中野 齋藤　愛

斉藤　禎昭 米倉　靖行 山田　拓

斉藤　千歳 三田　美加 伊藤　智子 硬式

豊田　浩輝 鈴木　勝也 倉若　奨 ﾀﾞﾎﾞ

目黒　千速 木田　美希 君村　規子 中野

高橋　謙造 相楽　毅 倉橋　渉

中川　美奈 石倉　雅子 後庵　恭子

糸井　大典 染谷　淳一 藤田　雅量

石川　香織 FFTC 長谷川　純子 武里 井上　由起 FFTC

清水　謙 武里 北村　宣喜 豊田　拓巳

堤田　久美子 堀内　聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙ 日下部　由美子 SMAX
21 ラケットでトコロテン ゾウ

20 アルトバイエルン チーム・アルト

19 レッズテニスクラブ テニスの玉子様

18 FFTC チームヒロくん

17 レッズテニスクラブ ﾚｯｽﾞよねピー

16 ラケットでトコロテン キリン

15 YOU クィーンアリスの星

14 レッズテニスクラブ ある丼

13 ラケットでトコロテン クマ

12 パワフルズ パワフルズ

11 エルヴェ 池田屋

10 ラケットでトコロテン ギニュー特戦隊

9 レッズテニスクラブ ONE for ALL

8 中野ウィンズ ぴょん吉

7 レッズテニスクラブ 千代田苦

6 ラケットでトコロテン パンダ

5 レッズテニスクラブ ねこパンチ

4 テニスハウスfun ㈱小滝

3 レッズテニスクラブ SKB ４８

2 ラケットでトコロテン トナカイ

1 エルヴェ 右川組

平成28年度　団体戦大会エントリーチーム
　【　Aクラス　】　※青字はメンバー変更を示す

番号 クラブ名 チーム名



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

岡田　真人 富岡　優一 柳田　祐嗣

三井　咲美 三ツ橋　亜季子 鳩貝　友美

森田　伸康 名倉　雅樹 吉田　敦

荒井　美津子 名倉　富美子 土屋　瑞江 SMAX

山木　啓一郎 鎌形　裕介 遠藤　幸成 ﾄｺﾛ

山木　真知子 倉上　かおる 遠藤　理恵 ﾄｺﾛ

新井　俊行 杉本　一夫 渡辺　文彦

池田　由美 小野田　希文 若尾　真理子

加藤　政夫 南場　哲夫 井沢　康夫

吉田　尚子 小島　寿美子 石塚　佳代子

玉井　雅一 豊田　裕光 池野　透

松本　雅子 FFTC 谷口　真弓 FFTC 富田　十和子 FFTC

村山　征寛 堀江　誠 田辺　翔太

小板橋　明子 川尻　ひとみ 岡崎　志帆子

田口　伸也 浦部　一男 斉藤　聖也

曽我　智子 長瀬　芳江 土岐　由美子

舘崎　和成 川島　修平 ﾄｺﾛ 中村　大樹 ﾙﾈｻﾝ

舘崎　裕子 名越　万利子 岡田　悦子 ﾄｺﾛ

日高　誠 青野　和正 森　勇二

立川　奈美 栗本　章子 坂田　利永

上原　浩 大矢  光彦 阿部　仁

堀内  留利子 NBC 笠原  やす江 NBC 小谷野  静子

中川　道雄 宍倉　正浩 井上　智夫

中村　晴子 中村　尋子 鈴木　由美子

米丸　一樹 ｻﾀﾃﾞｨ 中野　哲也 柳沢　篤

米丸　理子 ｻﾀﾃﾞｨ 前田　かほり 高木　智子

高鳥　信一 ﾚｯｽﾞ 小林　雄一 鈴木　貴志

若林　千鶴 横井　直美 山口　美幸

橋本　真吾 渡辺　浩崇 中橋　俊博

山嵜　雪子 彦野　秀子 大町　敬子 硬式

今村　隆文 藤間　丈 郡嶋　政司 ﾀﾞﾎﾞ

吉田　みさ子 篠崎　冨美子 須貝　裕美

池田　力也 木下　義之 金井　弘隆

嶋村　洋子 移川　陽子 岩岳　詠美

石田　敬是 飯島　直樹 浜田　修平

鈴木　真澄 田村　浩美 浜田　典子

林田　雄三 坂野　優壮 圓子　恭弘

松岡　成美 ﾚｯｽﾞ 小路　由美 ﾚｯｽﾞ 谷川　久美子 ﾚｯｽﾞ

吉中　康哲 尾崎　徹 棚町　謙一

志賀　三千代 石山　嘉子 尾崎　裕子

古河　誠 ﾄｺﾛ 竹内　達彦 ﾄｺﾛ 篠田　淳一 ﾄｺﾛ

牧　良子 新実　昌美 森田　和子
21 テニスハウスfun がちゃぴん

20 From4 三代目ヘデラー

19 春日部硬式 Wゆーぞーとその仲間

18 ルネサンス Team チェリー

17 ダブルフォルト 晴女

16 サタデー サタデーモンスターズ

15 武里TC 武里ダウン・ザ・ライン

14 ラケットでトコロテン ハイバード・じゃぽん

13 レッズテニスクラブ Ｔｅａｍ ＹＤＫ

12 春日部硬式 肩こり系

11 ペガサス ケイコ＆マナブ

10 レッズテニスクラブ チーム磯野家

9 テニスハウスfun オレンジーナⅢ

8 春日部硬式 Relax

7 ラケットでトコロテン シカ

6 ルネサンス ひまわり

5 テニスハウスfun イレギュラーズ

4 ダブルフォルト 雨男

3 レッズテニスクラブ ＨＴＳ

2 From4 三代目チョコビッチ

1 ラケットでトコロテン スーパーアイドルたまみ

平成28年度　団体戦大会エントリーチーム
　【　Bクラス　】　※青字はメンバー変更を示す

番号 クラブ名 チーム名


