
平成２８年７月１７日（日）平成２８年７月１７日（日）平成２８年７月１７日（日）平成２８年７月１７日（日）

臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート臼田総合運動公園テニスコート

主　　　　　　催主　　　　　　催主　　　　　　催主　　　　　　催 長野県テニス協会長野県テニス協会長野県テニス協会長野県テニス協会

共　　　　　　催共　　　　　　催共　　　　　　催共　　　　　　催 佐久市教育委員会佐久市教育委員会佐久市教育委員会佐久市教育委員会

主　　　　　　管主　　　　　　管主　　　　　　管主　　　　　　管 佐久テニス協会佐久テニス協会佐久テニス協会佐久テニス協会

大　会　会　長大　会　会　長大　会　会　長大　会　会　長 木 曽　茂木 曽　茂木 曽　茂木 曽　茂

レ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ーレ  フ  ェ  リ  ー 大 池　清大 池　清大 池　清大 池　清

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 大 科　大　　大 科　大　　大 科　大　　大 科　大　　

競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員競　技　委　員 小 林  健 一　　小 林  健 一　　小 林  健 一　　小 林  健 一　　

１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。１．試合方法は、１セットマッチ、６－６で１２ＰＴタイブレークとする。

２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。２．若い番号の選手は、試合ボールを取に来ること。

３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。３．審判はセルフジャッジとし、勝者は直ちに本部へ試合スコアを報告し、ボールを返却すること。

４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。４．試合前の練習は、サービス４本とする。

５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。５．服装は、テニスウェアであること。

大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員大　　会　　役　　員

大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意大　会　諸　注　意

平成２８年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成２８年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成２８年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス平成２８年　長野県 佐久テニス大会 ダブルス



平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

男子ダブルス（９）男子ダブルス（９）男子ダブルス（９）男子ダブルス（９）

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック

ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック

  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )

【男　子　決　勝】【男　子　決　勝】【男　子　決　勝】【男　子　決　勝】
64646464

63636363

64646464

6-46-46-46-4

7-6(4)7-6(4)7-6(4)7-6(4)

1-61-61-61-6

2-22-22-22-2

1-31-31-31-3

4-04-04-04-0

9999
細川　晃細川　晃細川　晃細川　晃
有吉　大有吉　大有吉　大有吉　大

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ） 6-36-36-36-3 4-64-64-64-6 6(4)-76(4)-76(4)-76(4)-7

（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）
（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ）

1-21-21-21-2 3333

順位順位順位順位

4444

1111

6-26-26-26-2

6-16-16-16-1 3333

①1①1①1①1
冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
高橋 翔高橋 翔高橋 翔高橋 翔

（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）
（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）

2-12-12-12-1

大池清大池清大池清大池清
池添正哉池添正哉池添正哉池添正哉

田村英明田村英明田村英明田村英明
大科大大科大大科大大科大

6-16-16-16-1

6-46-46-46-4押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰

（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）（上田:ロビングバードＴＣ）
（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ）（長野市:サウスウェーブ） 2-62-62-62-6 6-26-26-26-2

4444
田村英明田村英明田村英明田村英明
大科大大科大大科大大科大

（佐久:シチズンファインテックミヨタ）（佐久:シチズンファインテックミヨタ）（佐久:シチズンファインテックミヨタ）（佐久:シチズンファインテックミヨタ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ） 1-61-61-61-6 7-57-57-57-5

2222

2222
大池清大池清大池清大池清
池添正哉池添正哉池添正哉池添正哉

（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）

7-57-57-57-5

岡田健岡田健岡田健岡田健
岡田剛岡田剛岡田剛岡田剛

土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝
土屋俊介土屋俊介土屋俊介土屋俊介

②5②5②5②5
岡田健岡田健岡田健岡田健
岡田剛岡田剛岡田剛岡田剛

3333

順位順位順位順位

3-03-03-03-0 1111

押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰奈良本憲泰

2-62-62-62-6 5-75-75-75-7 4444

6-26-26-26-2

冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
高橋 翔高橋 翔高橋 翔高橋 翔

（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）
（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ）（佐久:駒場ＴＣ） 1-61-61-61-6 2-62-62-62-6

勝敗勝敗勝敗勝敗

細川　晃細川　晃細川　晃細川　晃
有吉　大有吉　大有吉　大有吉　大

2-62-62-62-6

6-26-26-26-2

3-63-63-63-6

6666
土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝
土屋俊介土屋俊介土屋俊介土屋俊介

（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）（大学：東京理科大学）
（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州） 6-16-16-16-1 6-36-36-36-3

冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸冨田幸伸
高橋 翔高橋 翔高橋 翔高橋 翔
小林春彦小林春彦小林春彦小林春彦
袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳
土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝土屋祐輝
土屋俊介土屋俊介土屋俊介土屋俊介
押金 浩押金 浩押金 浩押金 浩
奈良本憲奈良本憲奈良本憲奈良本憲

0-30-30-30-3

4-64-64-64-6

小林春彦小林春彦小林春彦小林春彦
袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳

岩崎大地岩崎大地岩崎大地岩崎大地
中島登生也中島登生也中島登生也中島登生也

（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）（佐久:Ｆ・ＣＲＥＷ）
（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）（軽井沢:池の前ＴＣ）

（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）
（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）

勝敗勝敗勝敗勝敗

0-40-40-40-4

7777
小林春彦小林春彦小林春彦小林春彦
袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳袖山勝巳

（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）（軽井沢:軽井沢ラケットＣ）
（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ）（軽井沢:シチズンファインテックミヨタＴＣ） 6-26-26-26-2 3-63-63-63-6 3-13-13-13-1

6-16-16-16-1

2222

8888
岩崎大地岩崎大地岩崎大地岩崎大地
中島登生也中島登生也中島登生也中島登生也

（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）
（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ）（佐久:わあむほーるＴＣ） 5-75-75-75-7 1-61-61-61-6 2-62-62-62-6 5555



平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅグレード：　Ｅ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

女子ダブルス（５）女子ダブルス（５）女子ダブルス（５）女子ダブルス（５）

 ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 ) ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 ) ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 ) ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )

平成２８年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年　長野県佐久テニス大会ダブルス平成２８年　長野県佐久テニス大会ダブルス グレード：　Ｄグレード：　Ｄグレード：　Ｄグレード：　Ｄ 会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート会場：臼田総合運動公園テニスコート

５５歳男子ダブルス（４）５５歳男子ダブルス（４）５５歳男子ダブルス（４）５５歳男子ダブルス（４）

＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～＊試合開始予定：１０：００～   ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )

土屋洋子土屋洋子土屋洋子土屋洋子
杉森真砂杉森真砂杉森真砂杉森真砂

髙田萌絵髙田萌絵髙田萌絵髙田萌絵
加藤真帆加藤真帆加藤真帆加藤真帆

伊藤綾子伊藤綾子伊藤綾子伊藤綾子
横野めぐみ横野めぐみ横野めぐみ横野めぐみ

6-26-26-26-2

（松本:ＳＰＡＣ）（松本:ＳＰＡＣ）（松本:ＳＰＡＣ）（松本:ＳＰＡＣ）
（松本:ＣＬＵＢ－Ｔ＆Ｇ　）（松本:ＣＬＵＢ－Ｔ＆Ｇ　）（松本:ＣＬＵＢ－Ｔ＆Ｇ　）（松本:ＣＬＵＢ－Ｔ＆Ｇ　）

6(5)-76(5)-76(5)-76(5)-7

6-26-26-26-2 2-62-62-62-6

岡村さと子岡村さと子岡村さと子岡村さと子
三石美智子三石美智子三石美智子三石美智子

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ） 1-61-61-61-6 0-60-60-60-6 0-60-60-60-64444

有本紗耶香有本紗耶香有本紗耶香有本紗耶香
手塚智佳子手塚智佳子手塚智佳子手塚智佳子

7-6(3)7-6(3)7-6(3)7-6(3)

6-26-26-26-2

勝敗勝敗勝敗勝敗

2-12-12-12-1 33332222
駒村博之駒村博之駒村博之駒村博之
山岸直之山岸直之山岸直之山岸直之

（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）（佐久:コスモスＴＣ）
（佐久:池の前ＴＣ）（佐久:池の前ＴＣ）（佐久:池の前ＴＣ）（佐久:池の前ＴＣ） 2-62-62-62-6 7-6(5)7-6(5)7-6(5)7-6(5)

①1①1①1①1
片倉和夫片倉和夫片倉和夫片倉和夫
今井 勲今井 勲今井 勲今井 勲

（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）（岡谷市:ユニバースＴＣ）
（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ）（岡谷市:諏訪湖ＴＣ） 6-26-26-26-2 6-26-26-26-2

6-16-16-16-1 2-22-22-22-2

片倉和夫片倉和夫片倉和夫片倉和夫
今井 勲今井 勲今井 勲今井 勲

駒村博之駒村博之駒村博之駒村博之
山岸直之山岸直之山岸直之山岸直之

吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿
内田春生内田春生内田春生内田春生

箕輪隆箕輪隆箕輪隆箕輪隆
小林健一小林健一小林健一小林健一

勝敗勝敗勝敗勝敗 順位順位順位順位

6-06-06-06-0 4-04-04-04-0 1111

順位順位順位順位

①1①1①1①1
土屋洋子土屋洋子土屋洋子土屋洋子
杉森真砂杉森真砂杉森真砂杉森真砂

（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）（佐久:カジヤＴＣ）
（松本:エムスタイル）（松本:エムスタイル）（松本:エムスタイル）（松本:エムスタイル） 1-61-61-61-6 2-62-62-62-6

岡村さと子岡村さと子岡村さと子岡村さと子
三石美智子三石美智子三石美智子三石美智子

3333

2222
髙田萌絵髙田萌絵髙田萌絵髙田萌絵
加藤真帆加藤真帆加藤真帆加藤真帆

（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）
（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州） 6-16-16-16-1

3-13-13-13-13333
伊藤綾子伊藤綾子伊藤綾子伊藤綾子
横野めぐみ横野めぐみ横野めぐみ横野めぐみ 22226-06-06-06-0

44441-31-31-31-3

6-26-26-26-2

6-46-46-46-4

5555
有本紗耶香有本紗耶香有本紗耶香有本紗耶香
手塚智佳子手塚智佳子手塚智佳子手塚智佳子

（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）
（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州）（大学：信州） 6(3)-76(3)-76(3)-76(3)-7 2-62-62-62-6 2-62-62-62-6

6-26-26-26-2

4-64-64-64-6 0-40-40-40-4

2-12-12-12-1 2222

2-62-62-62-6 0-30-30-30-3 4444

5555

5-75-75-75-7 2-12-12-12-1 1111

6-46-46-46-4

4444
箕輪隆箕輪隆箕輪隆箕輪隆
小林健一小林健一小林健一小林健一

（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）（佐久:ＡＧＨ）
（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ）（佐久:佐久ＴＣ） 7-57-57-57-5 4-64-64-64-6

3333
吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿吉沢和寿
内田春生内田春生内田春生内田春生

（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）
（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ）（長野市:ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ） 2-62-62-62-6



男子ダブルス 大会グレード：Ｅ

番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 19 MSIM0150 冨田幸伸 佐久テニス協会 Ｆ・ＣＲＥＷ

19 MKAI0090 高橋 翔 軽井沢テニス協会 池の前ＴＣ

2 2 81 MSKM0120 岡田健 佐久テニス協会 駒場ＴＣ

81 MSKM0110 岡田剛 佐久テニス協会 駒場ＴＣ

3 3 81 MKAR0010 小林春彦 軽井沢テニス協会 軽井沢ラケットＣ

107 MKAS0010 袖山勝巳 軽井沢テニス協会 シチズンファインテックミヨタＴＣ

4 4 106 MULR0300 押金 浩 上田テニス協会 ロビングバードＴＣ

122 MNSW0041 奈良本憲泰 長野市テニス協会 サウスウェーブ

5 5 1000 MYCC0692 土屋祐輝 大学 東京理科大学

22 MYZX1022 土屋俊介 大学 信州

6 6 107 MSIM0020 大池清 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

1000 申請中 池添正哉 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

7 7 122 MSIM0030 田村英明 佐久テニス協会 シチズンファインテックミヨタ

1000 MSWH0020 大科大 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

8 8 1000 MSWH0180 岩崎大地 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

1000 MSWH0170 中島登生也 佐久テニス協会 わあむほーるＴＣ

9 8 1000 MSAG0010 細川晃 佐久テニス協会 ＡＧＨ

1000 MSAG0060 有吉大 佐久テニス協会 ＡＧＨ

女子ダブルス 大会グレード：Ｅ

番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 66 FSKG0050 土屋洋子 佐久テニス協会 カジヤＴＣ

50 FMMB0081 杉森真砂 松本テニス協会 エムスタイル

2 2 1000 FMSP0112 伊藤綾子 松本テニス協会 ＳＰＡＣ

14 FMTG0040 横野めぐみ 松本テニス協会 ＣＬＵＢ－Ｔ＆Ｇ　

3 3 1000 FSAG0012 岡村さと子 佐久テニス協会 ＡＧＨ

1000 FSKG0060 三石美智子 佐久テニス協会 カジヤＴＣ

4 3 1000 FYZX0240 髙田萌絵 大学 信州

1000 FYZX0263 加藤真帆 大学 信州

5 3 1000 FYZX0290 有本紗耶香 大学 信州

1000 FYZX0330 手塚智佳子 大学 信州

５５男子ダブルス 大会グレード：Ｄ

番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体

1 1 1000 MOUT0131 片倉和夫 岡谷市テニス協会 ユニバースＴＣ

1000 MOSK0110 今井 勲 岡谷市テニス協会 諏訪湖ＴＣ

2 1 1000 MNHR0060 吉沢和寿 長野市テニス協会 ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ

1000 MNHR0150 内田春生 長野市テニス協会 ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ

3 1 1000 MSCM0030 駒村博之 佐久テニス協会 コスモスＴＣ

1000 申請中 山岸直之 佐久テニス協会 池の前ＴＣ

4 1 1000 MSAG0020 箕輪隆 佐久テニス協会 ＡＧＨ

1000 MSST0020 小林健一 佐久テニス協会 佐久ＴＣ

  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )

  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )

平成28年度長野県佐久テニス大会ダブルス  シーディングリスト

  ( 2016年6月15日発表のランキングにより作成 )
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