
　　　　主管　    いわき女子テニス連盟

　　　　期日　　  ２０１５年  ３月１日(日)

　　　　場所      いわき市平テニスコート

第３回
2009年
第４回
2010年
第５回
2011年
第６回
2012年
第７回
2013年
第８回
2014年 本田・小野・根本・阿部 井上・早川・石垣・今野 高木（光）・永塚・上遠野・井上 杉浦・若松・佐藤（美）・赤井

６時半からです ほうれん草 豚まんあんまん 絆

大平・根本・本郷・吉岡 新藤・新藤・鈴木・布川 菅原・高木・馬上・佐野 本田・杉浦・佐藤・佐藤ま

荒川・種田・松崎・中原 渡部・坂本・滝本・赤川 本田・鈴木・助川・佐藤ま 渡辺・阿部・四家・笹山

今晩、飲み会やりましょう！ 広野クラブＡ ふくちゃん’ず ありがとう　杉ちゃん

大平・本郷・斉藤・皆川 西田・三宅・佐藤・岩田 飯塚・本多・坂本・吉田 小野寺・山田・櫛田・高木

　Ｘ-men 広野ＴＣ　Ａチーム おひなさま ＡＴＣ女子部

石井・中田・伊藤・鈴木 滝本・菊池・矢吹・中川 井上・馬上・上遠野・佐野 鈴木・大平・小野寺・山田

地球連邦軍 コロッケ天国 ふうき デカわんこだっちゃ！！

根本・吉岡勇・吉岡直・本江 草野・布川・新藤・鈴木 小池・馬上・上遠野・冨谷 吉田・黒木・小関・橋本

ダックスＮｏ．１ 広野クラブ ヤッターウーマン テニプリＳＡＲＹ

スプリングカップ

ヤッターマン1号2号3号4号 新藤組 Ｃｈｉｐ ブティック「Ｍａｒｉ＆Ｋｏ」

　≪　過　去　の　結　果　≫
男子Ａ級 男子Ｂ級 女子Ａ級 女子Ｂ級



◎ 受付　　8：30～8：45
◎ 練習　　8：10～8：40　　（15分交替）
◎ 開会式　　8：50～
◎ 試合前の練習はありません。

＊ 試合方法の変更・・・１－１の場合は敗者同士のタイブレーク戦で勝敗を決定となる。
＊ 参加賞のほかに全チームに賞品を用意しております。

　　　　　　　　　　試 合 上 の 注 意

◎ １チーム４名によるダブルス団体戦です。
◎ 試合当日２人までメンバーの変更は可能です。
◎ チーム内で№1、№2のペアを決め№2、№1の順序で試合を行います。

１勝１敗の引き分けになったときは、双方の敗者同士でタイブレークの決定戦を行い
ます。

◎ 本日の試合はすべて、６ｹﾞｰﾑ先取（ノーアドバンテージ方式）で行います。
但し、天候などでやむを得ない場合は、変更の可能性がありますのでご了承ください。

◎ 対戦前に選手全員で挨拶をしてください。
チーム内のペアは試合毎に変えることができます。

◎ ウォームアップは、ありません。
◎ プレー中の病気・けがにつきましては、各自の責任となりますので充分ご注意

ください。
◎ 本日の大会中の病気・けがなどにより４名のメンバーが揃わなくなった場合には、

大会に参加されていない方へのメンバー変更を認めます。
◎ コート割は、本部のオーダーオブプレー見てコート№を確認し、前の試合が終了

しましたら速やかにお入りください。
◎ 試合終了後は、勝ったチームがオーダー表にスコアを記入し本部に報告してください。
◎ コーチングはルール上、チェンジオーバーの時のみ行えます。
◎ 楽しい大会になるように、皆さんのご協力よろしくお願いします。

連　絡　事　項



≪　男　子　Ａ　級　≫

Ａグループ
チーム名(メンバー) ATC酒場放浪組 ICTT お綾や母親にお謝り 勝敗 得失点 順位
ATC酒場放浪組

木村・佐々木・竹内・平沢
ICTＴ

花房・作山・鈴木・鈴木
お綾や母親にお謝り
渡辺・福田・鈴木・草野

試合の順序  1-3・2-3・1-2
Ｂグループ

チーム名(メンバー) 大平JAPAN チーム・メタボ 雪だるま作ろう～♪ 勝敗 得失点 順位
大平JAPAN

大平・本郷・星名・斎藤
チーム・メタボ

秋山・本江・赤津・赤津
雪だるま作ろう～♪
関内・斉藤・岩渕・高木

試合の順序  1-3・2-3・1-2
Ｃグループ

チーム名(メンバー) チームタナカだＺ 野獣 テニスのおやじ様 勝敗 得失点 順位
チームタナカだＺ--!!
田仲・柏原・本田・住永

野獣
佐藤・長谷川・根本・毛利

テニスのおやじ様
荒川・大越・逸見・塚本

試合の順序  1-3・2-3・1-2

チーム名(メンバー) ＱｏｏレジェンドＡ おてやわらかに！サンシャイン・ブラザーズ 勝敗 得失点 順位
ＱｏｏレジェンドＡクラス
鈴木・根本・千田・飯塚
おてやわらかに！

上遠野・井上・高橋・小野
いわきサンシャイン・ブラザーズ

菅野・高木・柳・柳
試合の順序  1-3・2-3・1-2

男子Ａ級・1位トーナメント

男子Ａ級・２位トーナメント

男子Ａ級・３位トーナメント

3

Ｃ・1位

Ｄ・1位

Ａ・1位

Ｂ・1位

Ａ・２位

Ｂ・２位

Ｃ・２位

Ｂ・３位

Ｄ・２位

Ｃ・３位

Ｄ・３位

Ａ・３位

1

2

3

Ｄグループ

1

2

3

2

2

1

3

1



≪　男　子　Ｂ　級　≫
Ａグループ

チーム名(メンバー) 広野クラブ アネゴについていきます! 穴と一緒にラッスンゴレ     勝敗      得失点　　 順位
広野クラブ

石垣・今野・入澤・曽根原

アネゴについていきます!!
石垣・小林・高柳・布川

穴と一緒にラッスンゴレライ

船生・穴澤・松本・大串
試合の順序  1-3・2-3・1-2

Ｂグループ
チーム名(メンバー) 軽井沢をドライブしょう ＡＴＣプレミアム ニュータウンカルテット ＡＰＮＴＣ 勝敗 得失点 順位

Ｓで軽井沢をドライブしょう
飯塚・岡田・赤塚・渡辺

ＡＴＣプレミアム
鈴木・小池・富岡・松岡

ニュータウンカルテット
矢部・高橋・田中・永塚

ＡＰＮＴＣ
齋藤・大脇・佐藤・橋本

Ｃグループ
チーム名(メンバー) ラッスンゴレライ ＭＡＮ・どりる ＲＴＯプラス ＡＴＣレッスンゴレライ 勝敗 得失点 順位

ラッスンゴレライ
吉川・柴崎・柴崎・髙橋

ＭＡＮ・どりる
中島・小松・増子・田村

ＲＴＯプラス
菊地・赤川・松本・寺田
ＡＴＣレッスンゴレライ
白石・長部・小林・馬場

Ｄグループ
チーム名(メンバー) チームＵＶＴ ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ 堺化学     勝敗      得失点　　 順位

チームＵＶＴ
井上・渡部・佐藤・西原

ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ
小野・藤田・猪狩・小澤

堺化学
福本・川瀧・吉田・佐藤

男子Ｂ級・2位トーナメント

男子Ｂ級・3位トーナメント

　　B・3位 D・3位

男子Ｂ級・リーグ4位

Ｂ・4位 Ｃ・4位

　　A・2位 C・2位

　　B・2位 D・2位

　　A・3位 C・3位

男子Ｂ級・1位トーナメント

　　A・1位 C・1位

　　B・1位 D・1位

4

試合の順序   1-4.・2-3・.1-3・.2-4・.1-2・.3-4

1

2

3

試合の順序  1-3・2-3・1-2

4

試合の順序   1-4.・2-3・.1-3・.2-4・.1-2・.3-4

1

2

3

1

2

3

1

2

3



≪　女　子　Ａ　級　≫

Ａグループ
チーム名(メンバー) デコポン ツムツム あったかいんだから～？    勝敗      得失点      順位

デコポン
高木・永塚・飯塚・髙木

ツムツム
佐野・佐藤・薗部・薗部

あったかいんだから～？
渡辺・阿部・四家・笹山

試合の順序  1-3・2-3・1-2
Ｂグループ

チーム名(メンバー) アンネマリー ちょっとやせてるふなっし お米パン‘Ｓ チーム七峰 勝敗 得失点 順位
アンネマリー

助川・冨谷・本田・大堀
ちょっとやせてるふなっしー

高崎・矢部・松崎・渡辺
お米パン‘Ｓ

赤津・四家・四家・北爪
チーム七峰

風間・坂本・正木・吉岡

試合の順序   1-4.・2-3・.1-3・.2-4・.1-2・.3-4

女子Ａ級・1,2位決定戦

女子Ａ級・3,4位決定戦

女子Ａ級・5,6,7位決定戦
チーム名(メンバー) Ａ３位 Ｂ３位 Ｂ４位    勝敗      得失点      順位

【Ａ３位】

【Ｂ３位】

【Ｂ４位】

試合の順序  1-3・1-2

A・2位 B・2位

1

2

3

3

4

A・1位 B・1位

1

2

3

1

2



≪　女　子　Ｂ　級　≫

Ａグループ
チーム名(メンバー) 規格外女子 あったかいんだからぁ４ いわきローンＡ 勝敗 得失点 順位

規格外女子
早川・北・佐藤・赤井

あったかいんだからぁ４人組

山野辺・橋本・小久・川崎
いわきローンＡチーム
大湊・竹内・橋本・渡辺

試合の順序  1-3・2-3・1-2
Ｂグループ

チーム名(メンバー) フォー・オブ・アス いわきローンＢ マッサンと３人の仲間達 勝敗 得失点 順位
フォー・オブ・アス

前山・江井・小松・蒲生
いわきローンＢチーム
佐藤・長瀬・西原・斉藤
マッサンと３人の仲間達
石井・赤塚・吉田・佐藤

試合の順序  1-3・2-3・1-2

女子Ｂ級・1,2位決定戦

女子Ｂ級・3,4位決定戦

女子Ｂ級・5,6位決定戦

　　　 B・1位

　　　 B・2位

       B・3位

1

3

1

2

2

3

A・1位

A・2位

A・3位
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