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大会役員 

大会会長   奥村迪雄 

大会副会長  古川彰治 

大会委員長  森井芳樹 

大会副委員長 吉田一紀   森雅 

大会役員    小林 仁     山口喜朗    山本浩    竹林伸夫、  杉本慎一郎 

黒木邦子   大崎容子  山口久美子   小林実枝 

 

試合方法 

□ＡＢＣＤＥＦＧＨのチームの 1 番の番号の方がキャプテンを務めて下さい。予選リーグについてはオーダー表

に従い相手チームと挨拶して試合を進めて下さい。欠員などが生じた場合、キャプテンが変更選出をしてくださ

い。順位決定戦は、キャプテンがペアリングを決めて対戦チームとオーダー表を交換してください。 

 

□試合は８チームを２ブロックに分けて４チームの予選リーグ戦を行った後、順位１､３､５､７位決定戦を行い

ます。 

 

□試合は全て男子ダブルス１、２、女子ダブルス１、混合ダブルス１、２、３の対戦で行います。 

 ＊重複して試合に出る選手の関係で順番が入れ替わることもあります。 

 

□試合は２５分間マッチですが、カウントされるのは６ゲームまでです。例えば２０分間戦って７－２で終わっ

ても、６－２としてトータル得失ゲームに加えます。終了の笛が吹かれた時点でのゲームはカウントされません。

順位はトータルの得失ゲーム差で決めます。順位決定戦もトータル得失ゲーム差で決定します。 

 

□試合前の練習はサーブ４本のみでお願いします。 

 

□前の試合ポイント・サービスなどは引き継がないで、新たにトスをして始めてください。 

 

□ゲームカウントボードを用意しますので、チェンジコートのときにスコアを更新してください。 

 

□予選の順位はトータルの得失ゲーム差で決定する。同じ場合は取得ゲーム率の高い方。 

 

□お楽しみ抽選及び団体表彰は次の様になります。 

１位：ニューボール フォート２個入３缶 

２位：抽選 

３位：抽選 

４位：抽選 

５位：抽選 

６位：セットボール４個＋α 

７位：抽選 

８位：セットボール４個 
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試合進行表

＊終了後のコートは17：00まで使用可能です。

EFGH食事

11:50-12:45

ABCD食事

12:45-13:40

AD AD AD

13:40

13:50

5位決定戦 1位決定戦 3位決定戦 7位決定戦

AC BD BDAC

AD

   15:30頃
終了予定

表彰:1位ﾆｭｰﾎﾞｰﾙﾌｫｰﾄ2個入3缶､2位抽選、3位抽選、4位抽選

7番ｺｰﾄ 8番ｺｰﾄ1番ｺｰﾄ 2番ｺｰﾄ 3番ｺｰﾄ 4番ｺｰﾄ

       5位抽選、6位ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ4個＋α、7位抽選、8位ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ4個

表彰式・お楽しみ抽選会

AD

8:45 受付

開会式9:00

5番ｺｰﾄ 6番ｺｰﾄ

BCBC

EG EG

BC BC BC BC

EG
11:25

FH

11:55

FH

EG FH FH

CD EF GH

FH

EG

9:40

10:05

CD CD
9:15

AB AB CD

AB AB
10:30

10:35

11:00

GH

AC

EG

EH EH

AB AB

CD

CD

FH

GH

EF

12:20

12:45

EF

AC

AD

AC AC BD BD

EF GH GH

EF EF GH

BD BD

EH EH EH

FG FG

11:50

FG FG FG FG EH
12:50

13:15

A B C D E F G H 

山本 浩 森 雅 森井 芳樹 小林 仁   奥村 迪雄 望月 哲郎 薮花 誠 友岡 伸治 
PLTC ＰＬＴＣ ＰＬＴＣ ＰＬＴＣ PLTC PLTC PLTC PLTC

塩川 浩之 松本 眞一 来住 直哉 岡 文男 中村 誠 伊藤 順一 山嵜 文博 植木 金次郎 
PLTC PLTC ＰＬＴＣ ＰＬＴＣ PLTC PLTC PLTC PLTC

近藤 浩介 広川 直樹 田中 弘道 有巣 達郎 宮地 春義 有巣 大輔 塩山 博一 神山 智弘 
宝塚 TC KSP ＰＬＴＣ ノア宝塚 宝塚 TC ノア宝塚 ノア宝塚 PLTC

藤縄 謙三郎 増田 秀之 重松 宏毅 斎藤 靖浩 山口 喜朗 川内 俊幸 古川 彰治 宮城 一郎 
ノア宝塚 宝塚 TC KSP 宝塚ＴＣ KSP 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 
植木 浩司 西山 高史 石川 淳 杉田 隆 篠木 荘平 玉澤 俊行 森下 和夫 藤本 眞紀雄 
宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 宝塚 TC 
吉野 富雄 飛高 武憲 熊谷 知久 山本 啓幸 佐藤 哲郎 伊芸 三夫 佐野 幸二 正井 紀男 
KSP PLTC 宝塚 TC PLTC PLTC PLTC PLTC 宝塚 TC 
岡崎 保夫 朝子 正英 寺田 俊浩 水野 不二男 丸岡 達也 梅田 俊之 花岡 勝 本田 幹夫 
PLTC PLTC 宝塚 TC PLTC PLTC PLTC PLTC 宝塚 TC 
岸本 ゆう子 山本 智恵子 荒山 智子 大崎 容子 高山 咲子 松本 順子 北村 冨美子 佐野 啓子 
PLTC PLTC ＰＬＴＣ ＰＬＴＣ PLTC PLTC PLTC PLTC

山口 久美子 中川 友子 福留 絵里 岩森 春芽 宝来 光子 小林 実枝 増田 かほり 山田 妙子 
PLTC PLTC 宝塚ＴＣ ノア宝塚 宝塚 TC PLTC 宝塚 TC ノア宝塚 
藤縄 公子 景山 温子 高橋 郁子 黒木 邦子 網野 京子 出口 利江 吉岡 明子 鈴木 富江 
ノア宝塚 ノア宝塚 ノア宝塚 KSP 宝塚 TC KSP ノア宝塚 KSP

山浦 ｻﾀﾞ子 安庭 理恵子 矢田 妙子 今井 貴子 山田 美智子 藤本 斉美 海沼 真弓 薬師 静代 
KSP 宝塚 TC KSP 宝塚 TC ノア宝塚 宝塚 TC KSP 宝塚 TC 
三好 知子    重松 裕子 片山 ひろみ 本田 志美 上村 富美 
宝塚 TC    KSP ノア宝塚 宝塚 TC 宝塚 TC 

        

        

3

4

5

6

7

13 

9

11 

12 

8

10 

チーム割り振り表 

1

2
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 勝敗 合計 順位

A 24-21 23-21 24-16 3-0 71-58 1

B 21-24 21-19 21-18 2-1 63-61 2

C 21-23 19-21 17-22 0-3 57-66 4

D 16-24 18-21 22-17 1-2 56-62 3

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 勝敗 合計 順位

E 24-15 17-23 15-23 1-2 56-61 3

F 15-24 17-23 19-20 0-3 51-67 4

G 23-17 23-17 16-25 2-1 62-59 2

H 23-15 20-19 25-16 3-0 68-50 1

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

A H G B E D C F

D VS E C VS F

18-25 29-14

A VS H B VS G

23-17 19-23

5位決定戦 7位決定戦

第31回宝塚市クラブ親善テニス大会結果

予選リーグ結果表（ＡＢＣＤ）

予選リーグ結果表（ＥＦＧＨ）

順位決定戦

1位決定戦 3位決定戦
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過去の大会結果
回数回数回数回数 順位順位順位順位 団体総合団体総合団体総合団体総合 一般男子一般男子一般男子一般男子 一般女子一般女子一般女子一般女子 4５歳男子4５歳男子4５歳男子4５歳男子 40歳女子40歳女子40歳女子40歳女子 55歳男子55歳男子55歳男子55歳男子

奥村・桧皮 奥田･吉岡 高田･笹川 藤岡･喜多 今北･下原

(宝塚ＬＴＣ) (中山台) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

60 八木･木目田 竹内･杉浦 高橋・川畑 山下･坪倉 河村･窪田

年 (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

奥村・桧皮 倉橋・福岡 杉原・藤本 坪倉・中嶋 水谷･小林

(宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (パコン)

61 園井･須賀 本井・高垣 安積・正山 山下・藤岡 河村･久保

年 (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (中山台) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

園井･須賀 足立・砂畑 笹川・帆足 山下・藤岡 下原・中野

(宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

62 奥村・神田 倉橋・帆足 小西・松田 松尾・藤本 関口･増田

年 (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

神田･須賀 福岡・八代 藤田･鈴木 穴沢・佐野 平高・河村

(宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (中山台) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

63 奥村・桧皮 川端・八代 杉原・川畑 杉原・江尻 高橋・山内

年 (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

奥村・桧皮 倉橋・帆足 杉原・川畑 川端・日名子 下原・窪田

(宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

Ｈ.1 木村・砂畑 福岡・北浦 正山・出井 佐野・鳥居 鎌田・窪田

年 (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (中山台) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

木村・沓脱 倉橋・須賀 杉原・川畑 川端・日名子 増田・窪田

(宝塚GTC) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＧＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

Ｈ.2 田中・神田 竹村・中村 安積・米川 榎本・徳永 高橋・大塩

年 (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (中山台) (中山台) (宝塚ＧＴＣ)

神田・吉田 佐野・杉浦 奥村・帆足 藤岡・日名子 飯田・山崎

(宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ) (宝塚ＬＴＣ)

Ｈ.3 芦田・浜崎 酒井・高見 坂巻・中野 岸本・岸本 安積・大田

年 (パコン) (宝塚ＴＧ) (宝塚ＬＴＣ) (ＫＳＰ) (ＫＳＰ)

団体戦団体戦団体戦団体戦
回数回数回数回数 年度年度年度年度 順　位 一般男子 ベテラン男子 一般女子 ベテラン女子

8 Ｈ.5 優　勝優　勝優　勝優　勝 宝塚ＬＴＣ-Ａ 宝塚ＬＴＣ ＫＳＰ－Ａ 宝塚ＬＴＣ-Ａ
9 Ｈ.6 優　勝優　勝優　勝優　勝 宝塚ＬＴＣ-Ａ 宝塚ＬＴＣ 宝塚ＬＴＣ-Ａ 宝塚ＬＴＣ-Ａ

回　数回　数回　数回　数 年　度年　度年　度年　度

10101010 Ｈ．7

11111111 Ｈ．8

12121212 Ｈ．9

13131313 Ｈ．10

14141414 Ｈ．11

15151515 Ｈ．12

16161616 Ｈ．13

17171717 Ｈ．14
回　数回　数回　数回　数 年　度年　度年　度年　度

吉岡　哲夫 森　　　雅 真鍋　和美 原　　一彦
信田　　実 吉野　　宏 北藤　春菜 井上　恵子
真鍋　沙理 東田　正恵 奥田　民子 榎本　京子
加集　純一 森　　　雅 新田　和男 野尻　　悟
飛高　武憲 石田　恭雄 黒木　邦子 神崎　正子
山名富美子 穴田　靖子 松本　啓子 宝来　光子

岡田　宝塚ＴＣ 岡田　宝塚ＴＣ 吉田　宝塚ＴＣ 石田　ＰＬＴＣ　
小牧　ＰＬＴＣ 長澤　ＰＬＴＣ 藤原　ＰＬＴＣ 蓮本　ＰＬＴＣ
川崎　ＫＳＰ 徳永　ＫＳＰ 島村　ＫＳＰ 奥田　ＫＳＰ

回数､年度回数､年度回数､年度回数､年度 順位順位順位順位 団体総合団体総合団体総合団体総合 120歳以上男子120歳以上男子120歳以上男子120歳以上男子 １００～１１９歳男子１００～１１９歳男子１００～１１９歳男子１００～１１９歳男子 １００歳未満男子１００歳未満男子１００歳未満男子１００歳未満男子 １００歳以上女子１００歳以上女子１００歳以上女子１００歳以上女子 １００歳未満女子１００歳未満女子１００歳未満女子１００歳未満女子

野尻・小牧 奥村・加集 奥村・辻 中村・長谷 蓮本・山口
(宝塚PLTC) (宝塚PLTC) (宝塚ＴＣ) (宝塚ＰＬＴＣ) (宝塚ＰＬＴＣ)
山口・正井 沓脱・増田 福井・志水 井上・上村 小林・山本
(宝塚ＴＣ) (宝塚ＴＣ) (宝塚ＴＣ) (宝塚ＴＣ) (宝塚ＰＬＴＣ)

H.19

18181818 Ｈ．15

19191919 Ｈ．16

20202020

第７回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 中山台

優　　勝優　　勝優　　勝優　　勝

第６回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

第５回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

第４回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

第３回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

第２回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

第１回 優勝 宝塚ＬＴＣ

２位 宝塚ＧＴＣ

２　　位２　　位２　　位２　　位

阪神大震災のため中止

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ 宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ 宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ 宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

雨のため中止

優　　　　勝　　　者優　　　　勝　　　者優　　　　勝　　　者優　　　　勝　　　者

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ 宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ 宝塚ＰＬＴＣ－Ｂ

宝塚ＰＬＴＣ－Ａ

Ｈ．17

第22回

大震災復興10年紀念イベントのため中止大震災復興10年紀念イベントのため中止大震災復興10年紀念イベントのため中止大震災復興10年紀念イベントのため中止

21212121 Ｈ．18

優勝 宝塚ＰＬＴＣ

２位 宝塚ＴＣ
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回数､年度 順位

第32回 優勝 Aチーム
男子・山本､塩川､岡崎(PLTC)､近藤､植木(宝塚TC)､藤縄(ﾉｱ宝塚)、吉野(KSP)

女子・岸本､山口(PLTC)､藤縄（ﾉｱ宝塚）､山浦(KSP)､三好（宝塚TC)

H.29 ２位 Hチーム
男子・友岡､植木､神山(PLTC)､宮城､藤本､正井､本田(宝塚TC)

女子・佐野(PLTC)､山田(ﾉｱ宝塚)､鈴木(KSP)､薬師､上村(宝塚TC)

H.26

H.27

H.28 ２位 Dチーム
男子・丸岡、薮花、来住、水川(PLTC)、広川(KSP)、藤本、正井(宝塚TC)

女子・松本、北村、日名子(PLTC)、上村(宝塚TC)、早矢仕(ﾉｱ宝塚)、黒木(KSP)

第30回 優勝 Aチーム

H.20

H.21

H.22

H.23

H.24

H.25

第28回

第26回

第24回

第29回 優勝 Fチーム
男子・加山､大本､岡崎､佐藤(PLTC)川原(ﾉｱ宝塚)柳(KSP)

女子・中村､是友(PLTC)神谷､矢田(KSP)､仲川(ﾉｱ宝塚)､三好(宝塚TC)

第31回 優勝 Gチーム
男子・真鍋、山本、花岡、伊芸（PLTC)、重松(KSP)、寺田（宝塚TC)、井関（ﾉｱ宝塚）

女子・奥村、浜名、幡山(PLTC)、海沼(KSP)、寺田、宝来(宝塚TC)

２位 Bチーム
男子・新田､山本､(PLTC)､北元(KSP)宮地､熊谷(宝塚TC)､宮本(ﾉｱ宝塚)

女子・河野､田中(PLTC)青木､神﨑(KSP)弘中(ﾉｱ宝塚)上村(宝塚TC)

２位 Aチーム
男子・平岡(KSP)難波江､伊芸､森井(PLTC)竹本､南野(宝塚TC)井関(ﾉｱ宝塚)

女子・北村､鈴木､三浦､藪花(PLTC)神﨑(KSP)椹木(ﾉｱ宝塚)島谷､井上(宝塚TC)

女子・山本､宮崎､辻村（PLTC)増田､森（宝塚TC)神崎､西村(KSP)福島､和田（ノア宝塚）

２位 Hチーム
女子・河野､鈴木､岸本(PLTC)井上(宝塚TC)黒木､中山(KSP)野田､藤縄(ノア宝塚）

男子・加集､山本､島田(PLTC)中山(KSP)宮城､大西(宝塚TC)松尾､平松(ノア宝塚）

女子・塩田、田中、蓮本、藤原（宝塚PLTC)増田（宝塚TC)山口、石田（KSP)

男子・増田､橋本（宝塚TC)真鍋､大本､岡崎(PLTC)山口(KSP)山崎（ノア宝塚)

優勝 Fチーム
男子・古川､池下､手嶋(宝塚TC)山本､鈴木､斉藤(PLTC)川原(ﾉｱ宝塚)山田(KSP)

女子・藤原､山中､川崎､福島(PLTC)青木､寺尾(KSP)宮崎(ﾉｱ宝塚)

男子・沓脱、柏木（宝塚ＴＣ）、藪花、尾崎（宝塚PLTC）弓馬（ノア宝塚））中山（KSP）

第27回

２位 Bチーム
男子・矢達（ノア宝塚）高西、水野、水川（宝塚PLTC）重松（ＫＳＰ）池下、古川（宝塚ＴＣ）

女子・倉橋、鈴木、是友（宝塚PLTC）上村（宝塚TC）鈴木、中山（KSP）岩崎（ノア宝塚）

優勝

優勝

２位 Fチーム
男子・奥村､望月（PLTC）前田（ノア宝塚）長鋪（ＫＳＰ）福士､池下（宝塚TC）

女子・荒山、高田、渡部（宝塚PLTC）池澤、黒木（KSP）福島（ノア宝塚）

２位

優勝

Bチーム

Bチーム

男子・加集、望月、大塚(宝塚PLTC)志水、正井（宝塚TC）山田（KSP)

男子・沓脱、本田（宝塚ＴＣ）飛高、小牧（ＰＬＴＣ）坪井、中山（ＫＳＰ）

女子・沓脱、上村（宝塚ＴＣ）高山、鈴木、河野（ＰＬＴＣ）坪井（ＫＳＰ）
第23回 優勝 Ｅチーム

第25回 優勝

２位

Fチーム

男子・平岡(KSP)来住、山本、真鍋（宝塚PLTC)山岡、古川（宝塚TC)

女子・佐野、北村、三浦、平田(宝塚PLTC)本田(宝塚TC)池澤、西村（KSP)

男子・増田、橋本、植木（宝塚ＴＣ）野尻、片山（ＰＬＴＣ）黒木（ＫＳＰ）塩山（ノア宝塚）

女子・穴田（宝塚ＴＣ）蓮本、山見（ＰＬＴＣ）出口（ＫＳＰ）瀧川、飯山（ノア宝塚）

Aチーム
男子・熊野林､大塚（PLTC）柏木（宝塚TC）平岡（KSP)藤縄､一之瀬（ノア宝塚）

女子・平田､西田（PLTC）酒井､上村（宝塚TC）鈴木､神崎（ＫＳＰ）佐藤（ノア宝塚）

女子・宝来（宝塚ＴＣ）中嶋､高山､倉橋（ＰＬＴＣ）青木（ＫＳＰ）久保､仲川（ノア宝塚）

Ｂチーム

Fチーム

男子・大本、岡崎、水野、望月（PLTC)、重松（KSP)、薬師（宝塚TC)、藤縄（ﾉｱ宝塚）

女子・大崎、田中（PLTC)、徳永（KSP)、間所（宝塚TC)

２位 Hチーム
男子・高西、来住、斉藤、山本（PLTC)、柳(KSP)、熊谷、寺田（宝塚TC)

女子・稲田、山本（PLTC)、愛場（KSP)、山田（ﾉｱ宝塚）


