
 

遠州クラブ対抗参加チームの皆様へ 

 

*緊急事態宣言が発令された地域に在住の方は大会への参加はできません。 

対象地域外という証明（体調チェックリストの居住先を記載、提出) 

をしたうえで出場できます。ＨＰよりダウンロードしてください。 

 

*遠州クラブ対抗においては選手の変更は全て可にします。 

どうしても選手が集まらない場合は出場をキャンセルしてください。エントリー代を返金します。 

組み合わせも当日ウイズドローする場合もあります。 

キャンセルする場合は必ず、事務局までご連絡ください。 

浜松市テニス協会事務局 アオヤマスポーツ内 053-454-9148 

メンバー変更は当日受付の際に、メンバー変更用紙に記入してもらいます。 

 

*出場選手以外のご観戦はご遠慮ください。 

 

今後大会開催場所でクラスター等発生した場合テニスコート自体が閉鎖になる可能性があります 

今まで以上に感染予防対策にご協力お願いします。 

 

浜松市テニス協会 事務局・行事運営委員会 



＜新型コロナ感染対策について＞ 第18回遠州クラブ対抗テニストーナメント

ＨＰの注意事項をよく読んで大会当日提出書類を持参提出してください 2021年1月24日(日)

※登録メンバー全員分提出 花川運動公園テニスコート

緊急事態宣言発令により一部変更がありますＨＰご確認ください 朝の練習コートはありません

大会終了後、速やかにお帰り下さい 本戦 : 1セットマッチ6-6タイブレーク (ノーアドバンテージ方式)

コンソレーション : 10ポイントスーパータイブレーク

1部 1R 8:00
(一般男子) 2R 9:30

1 ＷｉｓｈＴＣ

リドロー

東陽ＴＳ 17

2 bye bye 18

3 初生クラブ 19

4 ＴＴＰＧ スズキＴＣ－Ｂ 20

5 ＮＷＴＣ－Ａ 21

6 ダブルベーグルＰ 22

8 スズキＴＣ－Ａ ＩＴＡ浜松 24

25

7 bye bye 23

10 bye bye 26

11 ダブルベーグルＪ ＢＴＳ－Ｍ 27

12 Ｔｅａｍ相静 マインドサン 28

13 フォルボＴＣ－Ｚ 48ポンド 29

30

15

ＮＷＴＣ－Ｂ

bye 31

9 ＪＲ東海 ダブルベーグルとポリス

16

ヤマハ発動機

ビボーンＴＣ－Ａ 32

《コンソレーション決勝》

14 スズキＴＣ－Ｃ ＯＴＣ

2部 1R 8:00
(40歳以上男子) 2R 10:00

1 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ

リドロー

デンソー 9

2 bye 佐鳴台ＬＴＣ－Ｚ 10

3 ＮＷＴＣ bye 11

4 フォルボＴＣ 袋井クラウン 12

5 ハッカーＡ 佐鳴台ＬＴＣ 13

6 bye ＴＴＰＧ 14

7 マインドサンＹ bye 15

8 ＩＴＡ浜松 マインドサン 16

ビボーンＴＣ－Ｃ

ＦＣＮ

bye

《コンソレーション決勝》



3部 1R 11:00

ＨＴＦ 6

(55歳以上男子) 2R 12:30

1 マインドサン

リドロー

4 高木商会Ａ ダブルシープ 8

ハッカーＢ 5

2 bye

4部 1R 9:30

3 プラムカット bye 7

フォルボＴＣ 6

(一般女子) 2R 11:00

1 アオヤマクラブ

4 初生クラブ ＳＴＳＳ－Ａ 8

コヤマＴＰ 5

2 bye

5部 1R 9:30

3 ＳＴＳＳ－Ｂ bye 7

初生クラブ 6

(45歳以上女子) 2R 11:00

1 佐鳴台ＬＴＣ

リドロー

4 ＯＴＣ マインドサン 8

プラムカット 5

2 ダブルベーグル

3 マインドサンＺ ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ 7

《コンソレーション決勝》

《コンソレーション決勝》

《コンソレーション決勝》



JR東海 TTPG ヤマハ発動機 NWTC-A NWTC-B Team相静 初生クラブ 48ポンド ITA浜松 マインドサン

石塚善成 平山達哉 嵯峨遥介 生熊信人 河村耕平 髙安　陸 門奈大博 井出勝信 浜崎雅士 野嶋　俊
佐原克哉 齊藤　徹 平戸健介 山口秀樹 池谷優希 池谷悠人 青島　健 戸崎信太郎 長谷川誠 渡邉大晃
松田和樹 永名悟一 平井貴之 生熊健人 太田　仁 竹内達哉 西嵜浩一 渡邊　大 日向俊介 榑松　希
長倉謙伸 竹田雅純 福村洋介 岩原瑞希 太田理貴 鈴木優弥 中村　渉 高橋謙太 中西紀人 新屋芳久
沖本東樹 森本悠太 伊藤和記 吉田祐基 河村健登 脇坂真司 坂林稔之 高木亮馬 古田陸人 池畑純一
大窪広海

スズキTC-A スズキTC-B スズキTC-C ダブルベーグルとポリス ダブルベーグルJ ダブルベーグルP 東陽TS FCN ビボーンTC-A ビボーンTC-C

森上忠昭 山内功之 大橋賢悟 横内康之 吉野裕之 矢嶋季樹 宮澤卓也 藤本雅史 多胡直弥 高橋太一
清水　壮 二宮至成 山田立介 坂上浩史 足立　潤 中川高志 築地正拓 島津　慶 渡邉勇人 稲垣文哉
平岡拓也 深谷健吾 塚越孝徳 磯山源太 梅原　毅 太田竜次 鬼頭英幸 木下勇一 東　貴大 池谷拓実
秋山翔太 石井昴瑠 長尾知憲 竹内海斗 森下良平 青島史弥 勝間田恭兵 佐藤雄人 長谷川新 坂神脩亮
袴田李恩 森田理喜 牧窪隼大 安川　真 内山元紀 藤井滉貴 山本　諒 中村　心 高岡　翼 渡邊裕也

米山直巳 山本尭志 高橋　毅

WishTC OTC フォルボTC-Z BTC-M

中山　隼 石野　天 大橋翔太 守田剛章
新村泰樹 森　靖浩 川口智也 影山裕紀
杉澤　克 秋田　薫 宇野有揮 竹内舜弥
若山裕貴 石原康弘 浅井良介 井村周嗣
大西洋平 平石　俊 禅野泰光 大石幸一郎
石橋尚之 山本遼紀 沢根良和

佐鳴台LTC TTPG ハッカーA 袋井クラウン 佐鳴台LTC-Z マインドサン マインドサンY ITA浜松 NWTC ダブルシープ

竹下俊幸 山村　豪 寺田孝広 児玉　充 行吉　隆 広金和則 安川祥邦 天野康治 大滝光紀 山下泰弘
鈴木太郎 原田哲士 大場亮介 遠藤一也 篁　宗一 原田佳典 池田朋弘 中野啓太 梅林隆由 村木久人
板垣洋輔 神谷守孝 大竹次睦 松下満彦 武田泰行 村松憲志 平松康弘 野嶋孝好 夏目佳浩 伊藤晴康
吉田将士 古橋一吉 田中義弘 柴田貴幸 松下　誠 高木順也 熊谷真幸 寺田洋平 市川敦夫 松本竜一
山崎俊介 伊藤鉄也 磯部史浩 伊藤富二 深谷和貴 横山法義 松田充功 富松俊浩 福田健太郎 岡部英寿

山村憲彦 田島秀人 青嶋浩千

デンソー フォルボTC

後藤幸司 小木孝幸
杉山佳之 三井伸介
永井秀明 福家崇司
田垣宏泰 有海和広
斎藤　健 鈴木正樹

鈴木暁康

HTF ハッカーB プラムカット 高木商会A マインドサン ダブルシープ

山田寿幸 山下一夫 伊代田米次 横井伸一 服部宏成 内山淑夫
高橋尚久 丸山尚男 佐合　勇 池端一容 加藤晴康 山本達樹
金田眞吾 内藤佳之 川崎秀樹 活田知直 遠藤昌明 山田好彦
鈴木庸弘 村木俊昭 嶋野享一 山﨑知直 鈴木伸彦 梅原裕巳
佐田勝彦 高木好道 袴田勇二 鶴巻桂司 岡田樹義 伝　利夫
伊東克秀 長野康弘 竹内　貴 横田　浩

アオヤマクラブ コヤマTP 初生クラブ フォルボTC STSS-A STSS-B

小澤麻由美 袴田明子 萩田貴子 伊澤友代 山﨑光夏 岡本夏未
川合友梨亜 島野　操 菅家恭子 石川亜里子 新村亜理沙 鈴木晶子
岡本祐恵 小山ひかり 村瀬　梓 篠﨑由貴子 萩田　愛 大野実沙紀
吉見沙耶 織田知邑 小城遥奈 平口梨紗 竹村美希 北村祐実
松本佳那子 永井良枝 横井ひなた 中茎さきの 三原　翠 成岡ゆい
松本安耶子 村木美里 小島千代子 内山　香

初生クラブ 佐鳴台LTC ダブルベーグル OTC プラムカット マインドサン マインドサンZ ダブルシープ

増田弘子 鈴木享子 川﨑　薫 小渡ちなみ 伊代田久美子 小野田かをる 木村美恵子 原田久美子
村上美幸 信岡園子 山田弘恵 小池孝子 松尾宏子 池谷瑞枝 重松千代香 鈴木美智子
村松明美 猿田香奈 高崎典子 神山晶子 稲木美ゆき 篠ケ瀬佳代子 石上峰子 定野久恵
伊藤文江 小出貴子 平塚はるか 村上絹代 馬越敬子 神藤幸子 鈴木浩美 大石しのぶ
杉原政子 山本亜紀 雨宮恵美子 三浦貴子 森上佳代子 大久保良乃 佐藤友美 神谷久枝

齊藤佳代 宇佐見準子 加藤志保 西村美幸 大塚由紀子 野田ひろみ

１部　一般男子

2部　40歳以上男子

3部　55歳以上男子

4部　一般女子

5部　45歳以上女子


