
11月6日（日）　(荒天の場合は、翌週に延期します。場所は同じです)

集合時間 試合番号 集合時間 試合番号 集合時間 試合番号

8:30 男子A19~A24 8:30 男子B14~B18
9:00 男子A25~A32 9:00 男子B19~B27
9:30 男子A33~A37

　　（男子Aブロック:No１～No69、Bブロック:No70~120，Cブロック:No121~N0137、女子Wブロック全員）

11月13日(日)　小山運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

11月20日(日)　予備日　会場:あけぼの運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

１．本大会は、原則として日本ﾃﾆｽ協会のﾃﾆｽ規則を適用します。　(一部ﾛｰｶﾙﾙｰﾙを適用します。)
　　痙攣の場合も他の怪我と同様に、レフェリーに許可を取った上で３分間のＭＴＯを認める。
２．ﾌﾟﾚｰﾔｰは、定刻１０分前までにｺｰﾄに入れる用意をして出席の届け出をすませて下さい。
　　定刻後、未受付の場合は、失格とします。　　本大会は、ｵｰﾀﾞｰｵﾌﾞﾌﾟﾚｰ方式を採用します。
３．天候、その他により試合実施可否不明確の場合も定刻までに集合して下さい。
　　順延、中止の場合は小山市テニス協会 ブログに6:00提示します。
４．試合は、6ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ(ｾﾐ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式)とし、6ｵｰﾙ後、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸとします。
　　ただし、準決勝、決勝は、8ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ(ｾﾐ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式)とし、8ｵｰﾙ後、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸとします。
５．大会出場の選手及び役員の方には、傷害保険が加入されています。
　　けがをされた方は、大会本部まで申し出て下さい。
６．服装に関しては、自由とします。
７．人数多い為、今回コンソレは、実施いたしません。
８．試合球は、ヨネックス TOUR PLATINUM を使用します。
９．新型コロナウィルス感染対策につきましては、ガイドラインを遵守して下さい。
１０. 大大会出場者全員、 ﾄﾞﾛｰと共に掲載している検温ﾁｪｯｸ表をﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄを行い、 記載後に提出をお願いします。　
　　・ﾁｪｯｸ表は、試合会場へ準備しておりません。予めご了承ください。
　　・選手の皆さんは、試合当日の受付で検温ﾁｪｯｸ表を提出してください。
　  ・体温等は、当日の朝の体温を記入してください。
    ・お身体の調子が優れない場合、止む得ず棄権する場合は、ご連絡ください。
１１.運営連絡先
　　大橋（090-9143-1023)
　　羽鳥（090-2765-7908）
　　松原（090-1107-4197）
１２.個人的な理由で不参加の場合は、大会参加費は下記に振込みお願いいたします。
　　　郵貯銀行:【店名】〇七八、【店番】078、【貯金種目】普通貯金、【口座番号】3710603

連絡先: 羽鳥 090-2765-7908 連絡先: 大橋　090-9143-1023 連絡先: 松原　090-1107-4197

第47回　小山市秋季オープン テニス大会

原の内公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
(ｵﾑﾆｺｰﾄ（6面)

役員　:松原、米山、谷口

あけぼの公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
(ｵﾑﾆｺｰﾄ（6面)

役員:大橋、渡辺、鹿島、照沼

小山運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
(ｵﾑﾆｺｰﾄ8面)

役員　:羽鳥、上坂、藤沢、稲田

8:15

※初日:男子ベスト８　女子決勝まで実施予定

注意事項

※集合時間は、ドローの試合番号をご確認ください。

男子C1~C9
女子W1~W8

男子A1~A18 8:15 8:15男子B1~B13



シード順位 シード順位
【男子】 【女子】

1 福田 諒平（ＨＩＴ） 1 野中　瑞姫（NAKAZAWA Tennis）
2 落合　亮太（JETS） 2 大貫　則子（ｻﾝﾗｲｽﾞ）

3-4 関 宏隆（ﾛｰｽﾞTG） 3-4 落合　真由美（UITC）
益田　敬明（Double Nine） 三輪　佳菜（ｻﾄｳGTC）

5-8 勝村　友翔（ｻﾄｳGTC）
川添　章（ｻﾄｳGTC）
亀井　泰造（宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
橋本　樹（Vamos）

９－１２ 福田　裕之（Double Nine）
久保田　芳永（ｳｨﾝﾃﾞｨ）
膝附　宥太（Vamos）
徳田　舜（Bloom）

１３－１６ 佐々木　進（ﾛｰｽﾞTG）
江田　秀樹（ｻﾄｳGTC）
松本　開渡（ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ）
福島　崇史（ｻﾄｳGTC）



第47回 小山市秋季オープンテニス大会
2022年11月6日、13日、予備日20日  小山市総合運動公園他

男子シングルス ( 1 / 2 )

W.O 61
日吉 関

61 60
日吉 町井

62 62
日吉 関

75 63
落合 水野

62 63
日吉 関

63 60
関口 福田

61 75
関口 福田

64 61
池下 阿部

63 63
坂寄 廣田

61 60
石井 長谷部

61 61
坂寄 河内

62 62
坂寄 河内

62 62
坂寄 廣田

60 62
内藤 廣田

64 61
江田 廣田

61 76(3)
江田 梅津

64 60
61 亀井 廣田 60

膝附 福田

63 62
桑名 福田

61 75
膝附 池田

W.O 63
渡辺 福田

66(0) 60
膝附 牧山

63 64
石川 谷崎

62 60
梅津 谷崎

64 61
梅津 福田

61 62
亀井 猪飼

63 62
池田 猪飼

61 64
池田 鈴木

76(4) 61
斉藤 猪飼

60 RET
亀井 川原井

61 RET
吉川 川原井

61 ７６（5)
亀井 古谷

62 W.O
星野 古谷

63
亀井

[7] 35 亀井　泰造 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

古谷 優弥 (HONDA T.C)

34 星野駿介 (ﾉｸﾞﾁﾃﾆｽｶﾚｯﾁﾞ) [5] 69 勝村　友翔 (ｻﾄｳGTC)

33 村上一朗 (古河電工日光事業所ﾃﾆｽ部) 68

大塚　元暉 (ｾｲｼｪﾙ)

32 大沼　康平 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 67 松尾　一馬 (Vamos)

31 吉川 史哲 (HONDA T.C) 66

鈴木　和彦 (ﾗヴ･ｵｰﾙ)

30 羽鳥　賢治 (ﾛｰｽﾞTG) 65 川原井 武己 (3peace)

29 斉藤 裕茂 (Next.) 64

猪飼　大智 (あかやまTC小山)

28 大島義宏 (ｳｨﾝﾃﾞｨ) 63 宮部　正章 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

27 池田涼 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ) 62

谷崎 悠真 (ｷﾏｸﾞｰ)

26 持田 聡 (宇都宮/ﾌｨﾅﾘｽﾀ) 61 仙波　伸得 (SBTC)

25 梅津　京 (CTC) 60

牧山真之 (富士通)

24 石川　達也 ((爆)TC) 59 田崎　直樹 ((爆)TC)

23 今野　雅也 (ｻﾄｳGTC) 58

矢口文隆 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ)

22 渡辺　充教 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 57 泉田　敏雄 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

21 亀井　秀造 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 56

山森 要 (ｻｰｸﾙK)

20 山﨑　健太 (SBTC) 55 池田　祐生 (ACE)

19 桑名　一瑠 (Duo Left) 54

松本　開渡 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

[11] 18 膝附　宥太 (Vamos) [9] 53 福田裕之 (Double Nine)

[14] 17 江田　秀樹 (ｻﾄｳGTC) [15] 5280

廣田晴紀 (dream)

16 伏本　健人 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 51 梅津　貴史 (ｻﾄｳGTC)

15 柳田　浩幸 (KGTC) 50

亀井

金田　直生 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

14 内藤　勇成 (足利ﾛｰﾝ) 49 藤澤義仁 (ﾗﾌｨｴｽﾀ)

13 坂寄拓夢 (Double Nine) 48

長谷部良浩 (新田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

12 蘓原　直人 (ﾌﾘｰ) 47 河内　良太 (足利ﾛｰﾝ)

11 石井　智大 (ACE) 46

阿部　隼也 (ｻﾄｳGTC)

10 諏合　伸 (栄研化学ﾃﾆｽ部_B) 45 野田 周作 (HONDA T.C)

9 池下 輝 (No Limit TC) 44

久保　貴 (栃木県ﾃﾆｽ協会)

8 髙橋　怜 (ﾌｿｳﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 43 須藤　正尊 (ほっぷ)

7 関口直也 (Bloom) 42

大纒　仁 (HONDA TC)

6 高橋佑季 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ) 41 福田　和行 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

5 落合　聡 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 40

町井浩美 (ｳｨﾝﾃﾞｨ)

4 中川　湧斗 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 39 水野　鉄浩 (昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ)

3 荒井　龍彦 (ｱｲﾎﾞさくら) 38

関　宏隆 (ﾛｰｽﾞTG)

2 日吉智也 (JETS) 37 渡部英明 (Bloom)

[1] 1 福田　諒平 (HIT) [3] 36



男子シングルス ( 2 / 2 )

61 62
川添 橋本

61 64
島巻 小塚

60 63
川添 橋本

63 W.O

増渕 小暮

75 63
阿部 日向野

63 63
鈴木 小野田

62 64
阿部 日向野

62 62
阿部 日向野

64 63
徳田 久保田

W.O 64
染野 高村

64 75
甲斐 高村

61 75
甲斐 高村

63 64
徳田 久保田

62 60
金山 小野

64 62
徳田 久保田

62 30RET
徳田 63 62 久保田

益田 落合

60 63
福島 佐々木

61 64
福島 佐々木

64 64
本田 関口

62 60
笠倉 佐々木

63 63
笠倉 笠倉

60 63
笠倉 笠倉

62 64
高久 奥山

61 60
益田 落合

62 62
根本 佐藤

64 64
金井 佐藤

W.O 64
金井 山口

61 60
益田 落合

63 63
阿部 青木

61 76(3)
益田 落合

64 62
長浜 山口

63 61
益田 落合

80 83

亀井 落合

優勝

82

亀井

[4] 103 益田敬明 (Double Nine)

50 廣田晴紀 (dream)

落合亮太 (JETS)[4] 103 益田敬明 (Double Nine) [2] 137

小堀　栄行 (ｱｲﾎﾞさくら)

102 長浜 拓 (HONDA T.C) 136 山口　徹 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

101 木村　昌幸 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 135

米山 裕弥 (ｷﾏｸﾞｰ)

100 高木浩史 (フリー) 134 青木康登 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

99 阿部　喜亮 (巌翠ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 133

片山　優希 (ｻﾄｳGTC)

98 西尾悠吾 (OTSC) 132 山口 明 (Double Nine)

97 金井　稔明 (ほっぷ) 131

池上維一 (ﾌﾘｰ)

96 根本 昌幸 (Double Nine) 130 佐藤慎矢 (Next)

95 萩原　稔 (ｳｨﾝﾃﾞｨ) 129

平　笙汰 (ｻﾄｳGTC)

94 高久　典昭 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 128 奥山 大介 (ｻｰｸﾙK)

93 倉井　聡巳 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ) 127

田部谷　正和 (G'max)

92 笠倉義広 (Bloom) 126 笠倉一寿 (dream)

91 小宮　孝佳 (VECTOR) 125

沢井　研二 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

90 矢野　順 (dream) 124 関口　勇二 (Vamos)

89 本田　康二 (Duo Left) 123

佐々木　進 (ﾛｰｽﾞTG)

88 及川　礼人 (ACE) 122 益子　将 (NAO)

[16] 87 福島　崇史 (ｻﾄｳGTC) [13] 121

金井　耀平 (HONDA T.C)

[12] 86 徳田舜 (Bloom) [10] 120 久保田芳永 (ｳｨﾝﾃﾞｨ)

85 小野崎航平 (TeamHOWDY) 11983

小野　裕司 (ｻﾄｳGTC)

84 金山道生 (HONDA TC) 118 松本　昌信 (さいたま市F35)

83 高野潤 (JETS) 117

落合

古河祐介 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

82 甲斐　隆志 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 116 高村 裕 (Double Nine)

81 戸松　博 (SBTC) 115

髙村英俊 (Hinata)

80 加藤　成利 ((爆)TC) 114 秋山　博之 (富士通)

79 染野　晴彦 (ｴｲﾄ) 113

日向野　誠基 (Next.)

78 中山　直人 (ACE) 112 二見　翼 (ACE)

77 阿部雅重 (ﾌﾘｰ) 111

小野田　輝瑠 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

76 鈴木晴夫 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ) 110 大浦　高明 ((爆)TC)

75 山田英樹 (ｱｽﾞﾘｰﾀﾞ) 109

74 山本　哲也 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 108 大島　達則 (足利ﾛｰﾝ)

73 増渕　敏之 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 107

72 島巻一之介 (ｾｲｼｪﾙ) 106 小塚　大輔 (ｺﾏﾂ)

小暮真弘 (Bloom)

(Vamos)

71 森島　淳士 (No Limit TC) 105 近藤　敬介　 (ﾗヴ･ｵｰﾙ)

[6] 70 川添　章 (ｻﾄｳGTC) [8] 104 橋本　樹

[2] 137 落合亮太 (JETS)

[7] 35 亀井　泰造 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)



第47回 小山市秋季オープンテニス大会
日時：2022年11月13日

会場：小山運動公園

出場チーム数：137名

一般男子
優勝 亀井 泰造(宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

準優勝 落合 亮太(JETS)

第三位 廣田 晴紀(dream)

第三位 益田 敬明(Double Nine)



第47回 小山市秋季オープンテニス大会
2022年11月6日、13日、予備日20日  小山市総合運動公園他

女子シングルス

60 60
野中 生井

61 64
細川 三輪

82 83
野中 大貫

63 63
落合 小磯

62 60
佐藤 大貫

第47回 小山市秋季オープンテニス大会
日時：2022年11月6日

会場：原の内運動公園

出場チーム数：12名

一般女子　
優勝 野中　瑞姫(NAKAZAWA Tennis)

準優勝 大貫則子(ｻﾝﾗｲｽﾞ)

第三位 落合真由美(UITC)

第三位 三輪　佳菜(ｻﾄｳGTC)

生井　美智子 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

2 細川恵美子 (ﾌﾘｰ) 8 堀江奈央 (ﾌｿｳﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

[1] 1 野中　瑞姫 (NAKAZAWA Tennis) 7

野中

3 岩垂桃香 (FAIRWIND)
83

[4] 9 三輪　佳菜 (ｻﾄｳGTC)

[3] 4 落合真由美 (UITC) 10 阿部　文子 (KTC)

5 相良　葉月 (ﾌｿｳﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 11 小磯美弥 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

大貫則子 (ｻﾝﾗｲｽﾞ)6 佐藤　彩希 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) [2] 12


