
団体戦　一般男子の部

1 2 3 4

1 ハンバーガーズ 佐藤 岳大 植木 大輔 庄子 貴喜 中川 将通

2 フェルマーの最終定理 真柴 考志 竹内　蓮 村木 優太 樋口 勇汰

3 Ｓモンキーズ 高林　亮 古田 幹三 小林 宅三 坂田　治

4 ジュリコンカン 山本 颯真 泉谷 夏樹 重里 俊智 渡辺 陽登

5 Galaxy　Corp　Ⅰ 風間　修 漢　健太郎 上津原 雅浩 権守 仁彦

6 Galaxy　Corp　Ⅱ 西岡 由行 大桑 泰志 石垣 淑孝 今立 呼南

7 TEAM　STUFF 小山 純平 木幡　誠 谷口 俊文 小山 翔平

8 レインボー彩都（肉そば） 渡邉 信吾 久世 和範 弘田 稔幸 松岡 昭二

9 稲侍 八丁 武暢 小田島 康弘 藤木　徹 山本 恵正

10 チーム田中 石倉 知季 中野 颯太 山下 憂駿 平野 和揮

11 レインボースマッシュ 三好 健太郎 浅井 大雅 日浦 章夫 米谷 泰一

12 Wild  Horses（ﾜｲﾙﾄﾞﾎｰｼｰｽﾞ） 松本 浩二 中田 昌和 宿久　信 田中 幸夫

13 プリン 花本 士月 花本 伊吹 桑原 督馬 藤原 拓海

14 ITYU 桑野 幸彦 一階 広充 髙橋　修 山本 正博

15 TEAM　クロ 木佐一　竣 八石 直也 黒川 文太 川本 航平

16 TEAM　ハリネズミ 羽生 光之介 影島 航一郎 高口 朋之 浅田 匠一朗

12時30分までにチームで受付を済ませてください。（遅刻した場合は棄権したものとみなします。）

大会開催日当日、2名までのメンバー変更を認めます。（参加資格があり本大会にエントリーしていないこと。）

雨天等による中止及び順延の決定は会場で行いますので必ず集合してください。

＊ドローは開催日当日のエントリー受付時に、くじ引きで決定します。

＊トーナメント方式による６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式、セルフジャッジとします。

＊コート内でのウオームアップはサービス５球とします。　タイブレーク戦は練習無し。

＊メンバー４名が必ず試合に出場すること。（対戦中は、4名コート内に待機）

＊１勝１敗の場合は第３試合をペアを変えての７ポイントマッチタイブレークで勝敗を決定します。

＊チーム対戦試合毎のペア変更を認めます。　タイブレーク戦ではペア変更のこと。

＊その他は原則としてJTA TENNIS RULE 2016 に従います。

第二総合運動場　Tel.　０７２－７２９－４５５８

競技方法：

緊急連絡先：

ﾄﾞﾛｰ
抽選

受付
No.

チーム名

氏名

２０１６　　　 第60回　春季市民大会　　　テニス大会　

2016年5月22日

集合時間：



団体戦　シニア男子の部

1 2 3 4

1 MNO５８ 高見　毅 住川 昌司 井上 雅規 髙橋 健一

2 エリア８１ 徳山 善一 濱口 光秀 津郷 裕一 存　宏卓

3 レインボーM 清水 谷郎 杉政 一彦 豊田 精一 浜口 正史

4 エル・ド・ラ・ド 小島 敏彦 前倉 亮治 中村 雅夫 白須 歳機

5 golden oldie（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｵｰﾙﾃﾞｨ) 栗田 一成 川﨑 隆裕 金子 節夫 佐々木 敏央

6 粟生ｸﾗﾌﾞ・ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ混合 椹木　勇 石山 邦彦 播磨　寛 岡原 慶昭

7 チーム箕面 隅　和弘 吉田 謙吾 泊　詳紀 細川 智弘

8 チーム箕面Z 江浦　浩 田中 利雄 地守 正明 藤澤 幸昌

9 チーム箕面B 早水 正明 上原 徹郎 鈴木 良和 松岡 和明

10 チーム箕面X 清水 朝一 今井　弘 桑木 克久 山田　学

11 チーム粟生 吉川　肇 大内　一 宮尾 泰慶 山本　進

12 きらく 江森 修三 野村 孝志 林　太植 広瀬 雄紀

13 FKNY 黒木 重吉 山中 俊彦 筆坂 堅一 西出 勝昭

14 ナイターズ 川西 裕明 碓井 良雄 中川 廣吉 鹿島 啓司

15 サントリー箕面T.C. 島田 暁生 柄谷 龍師 猪俣 則夫 田尻　剛

16 ハリーズ ウエスト 神吉 博幸 梶原　優 濱田 信二 梁守 研仁

17 ハリーズ イースト 林　茂久 森田 育男 柴田 好彦 槇原　隆

18 ハリーズ ノース 上田 耕司 佐々木 光徳 宮本 正明 柳原 秀人

8時30分までにチームで受付を済ませてください。（遅刻した場合は棄権したものとみなします。）

大会開催日当日、2名までのメンバー変更を認めます。（参加資格があり本大会にエントリーしていないこと。）

雨天等による中止及び順延の決定は会場で行いますので必ず集合してください。

＊ドローは開催日当日のエントリー受付時に、くじ引きで決定します。

＊トーナメント方式による６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式、セルフジャッジとします。

＊コート内でのウオームアップはサービス５球とします。　タイブレーク戦は練習無し。

＊メンバー４名が必ず試合に出場すること。（対戦中は、4名コート内に待機）

＊１勝１敗の場合は第３試合をペアを変えての７ポイントマッチタイブレークで勝敗を決定します。

＊チーム対戦試合毎のペア変更を認めます。　タイブレーク戦ではペア変更のこと。

＊その他は原則としてJTA TENNIS RULE 2016 に従います。

第二総合運動場　Tel.　０７２－７２９－４５５８

競技方法：

緊急連絡先：

受付
No.

ﾄﾞﾛｰ
抽選

チーム名

氏名

２０１６　　　 第60回　春季市民大会　　　テニス大会

2016年5月22日

集合時間：


