
■1位、2位グループトーナメント（6月11日）

久永　純一 櫻庭　隼人
久永　彩華 山崎　槙与

櫻庭・山崎
6-3

志田　博
志田　香

久永・久永 櫻庭・山崎
6-4 6-1

吉田　敦紀 清水　健一
小野塚　好美 中川　紀子

大山・大山 金城・石川
6-0 w.o

大山　裕宣 金城　亜斗夢
大山　美穂 石川　莉沙子

濱田・山本 池永・石川
6-5 6-3

一守　泉輪 池永　寛
一守　科佳 石川　晶代

中野・中野 池永・石川
w.o 6-3

中野　数則 佐藤　一世
中野　多喜子 湊　奈央

濱田・山本 池永・石川
6-2 6-3

濱田　輝之
山本　真知子

濱田・山本
6-5

杉山　英之 塩谷　一幸
宮﨑　ゆかり 蓮沼　敦子

優勝
池永・石川
6-1



■3位、4位グループトーナメント（6月11日）

宮﨑　達夫 山口　進
山﨑　茂子 中村　京子

林・林
6-5

林　徳文
林　亜子

宮﨑・山﨑 林・林
6-4 6-5

田村　寛行
杉山　由美

田村・杉山
6-4

二宮　章 久保　直人
中野　睦美 神原　彩加

古川・武田 林・林
6-3 6-1

小松　孝久 小川　克信
青木　亜衣梨 松山　美千代

小松・青木 内藤・内藤
6-1 w.o

吉田　昌宏 内藤　雅明
渡邊　直美 内藤　祐子

古川・武田 内藤・内藤
6-5 w.o

澤田　圭吾
澤田　清美

古川・武田
w.o

古川　淳一 高橋　幸孝
武田　明莉 小川　智佳子

古川・武田
6-5

優勝



■平成29年度日野市ミックスダブルス大会結果（初級・ファミリーの部）

　1セットマッチ（6ゲーム先取ノーアドバンテージ）
　開始時間10分前までにペアで出席を届けて下さい。
　指定された時刻までに届け出のないときは棄権とみなします。 

① ② ③ ④ 勝敗 順位

藤田　典悠 一般

藤田　睦 一般

植村　明哲 一般

植村　奈穂子サニーフィールド

川田　義和 一般

金子　里美 一般

高井　隆輔 日野市役所

山﨑　瞳 日野市役所

① ② ③ ④ 勝敗 順位

會田　順一 サニーフィールド

會田　佑子 サニーフィールド

来住　星八 一般

来住　美代子カワセミ

金子　ひろき 一般

加藤　あきこ 一般

江嶋　隆 一般

江嶋　七海 一般
2④ 6-0(def) 5-6 6-1 2-1

3③ 6-0(def) 1-6 1-6 1-2

1② 6-0(def) 6-1 6-5 3-0

-

Bブロック　８：５０集合９：００開始

① 0-6(def) 0-6(def) 0-6(def) -

0-6(def)

1-2 3

③ 2-6 6-0(def) 6-1 2-1 2

④ 1-6 6-0(def) 1-6

- -

Aブロック　８：５０集合９：００開始

① 6-0(def) 6-2 6-1 3-0 1

② 0-6(def) 0-6(def)

■1位、2位グループトーナメント（6月11日）

藤田　典悠

藤田　睦
藤田・藤田

6-5
江嶋　隆
江嶋　七海

来住・来住

6-3
川田　義和
金子　里美

来住・来住

6-3
来住　星八

来住　美代子

■3位、4位グループトーナメント（6月11日）

高井　隆輔
山﨑　瞳

金子・加藤

6-2
金子　ひろき

加藤　あきこ

優勝

優勝



■平成29年度日野市ミックスダブルス大会リーグ戦結果（6月4日）

① ② ③ ④ 勝敗 順位
久永　純一 一般
久永　彩華 一般
宮﨑　達夫 サニーフィールド
山﨑　茂子 神崎TC
内藤　正明 一般
内藤　祐子 一般
佐藤　一世 一般
湊　奈央 一般

① ② ③ ④ 勝敗 順位
大山　裕宣 個人会員
大山　美穂 カワセミ
池永　寛 サニーフィールド
石川　晶代 サニーフィールド
二宮　章 コニカミノルタ
中野　睦美 コニカミノルタ
小川　克信 一般
松山　美千代 一般

① ② ③ ④ 勝敗 順位
清水　健一 一般
中川　紀子 神崎TC
一守　泉輪 サニーフィールド
一守　科佳 一般
小松　孝久 一般
青木　亜衣梨 一般
大塚　潤 日野自動車
石井　三枝 一般

① ② ③ ④ 勝敗 順位
古川　淳一 コニカミノルタ
武田　明莉 コニカミノルタ
志田　博 神崎TC
志田　香 カワセミ
杉山　英之 サニーフィールド
宮﨑　ゆかり サニーフィールド
林　徳文 一般
林　亜子 一般

① ② ③ ④ 勝敗 順位
濱田　輝之 神崎TC
山本　真知子 カワセミ
山口　進 コニカミノルタ
中村　京子 コニカミノルタ
櫻庭　隼人 サニーフィールド
山崎　槙与 一般
澤田　圭吾 サニーフィールド
澤田　清美 サニーフィールド

① ② ③ ④ 勝敗 順位
金城　亜斗夢 サニーフィールド
石川　莉沙子 サニーフィールド
吉田　昌宏 一般
渡邊　直美 個人会員
中野　数則 一般
中野　多喜子 カワセミ
久保　直人 コニカミノルタ
神原　彩加 コニカミノルタ

① ② ③ ④ 勝敗 順位
塩谷　一幸 日野自動車
蓮沼　敦子 サニーフィールド
高橋　幸孝 一般
小川　智佳子 一般
田村　寛行 サニーフィールド
杉山　由美 サニーフィールド
吉田　敦紀 日野市役所
小野塚　好美 日野市役所

④ 1-6 6-5 6-2 2-1 2

② 5-6 6-5 5-6 1-2 3

③ 1-6 5-6 2-6 0-3 4

Gブロック

① 6-5 6-1 6-1 3-0 1

③ 5-6 6-2 6-3 2-1 2

④ 3-6 6-2 3-6 1-2 3

① 6-2 6-5 6-3 3-0 1

② 2-6 2-6 2-6 0-3 4

④ 1-6 4-6 1-6 0-3 4

Fブロック

② 1-6 2-6 6-4 1-2 3

③ 6-4 6-2 6-1 3-0 1

Eブロック

① 6-1 4-6 6-1 2-1 2

Aブロック

① 6-0 6-0 6-2 3-0 1

② 0-6 6-4 3-6 1-2 3

0-6 4-6 1-6 0-3 4

④ 2-6 6-3 6-1 2-1 2

③

Bブロック

① 6-2 6-0 6-0 3-0

② 2-6 6-4 6-0 2-1

1

6-2 1-2

2

④ 0-6 0-6 2-6 0-3

3③ 0-6 4-6

Cブロック

4

② 6-5 6-1 6-0(def) 3-0

2① 5-6 6-2 6-0(def) 2-1

3③ 2-6 1-6 6-0(def) 1-2

1

Dブロック

-④ 0-6(def) 0-6(def)  0-6(def) -

2② 6-2 5-6 6-5 2-1

3① 2-6 3-6 6-1 1-2

4④ 1-6 5-6 2-6 0-3

1③ 6-3 6-5 6-2 3-0



平成29年度日野市ミックスダブルス大会

（１）ミックスAの部（一般の部）
　６月　４日（日）　　４ペアによるリーグ戦
　６月１１日（日）　　１位・２位グループと３位・４位グループに分けたトーナメント
　６月1８日（日）　　雨天予備日

（２）ミックスBの部（初級及びファミリーの部）　・・・　事務局の不備があり、更新しました。
　６月１１日（日）　　４ペアによるリーグ戦実施後、１位・２位グループと３位・４位グループに分けたトーナメント
　６月1８日（日）　　雨天予備日
　※エントリー数が少なかったため、１日で実施予定。

　※注意点
　　開始時間１０分前にペアで出席を届けて下さい。指定された時刻までに届け出のないときは棄権とみなします。 
　　リーグ戦、トーナメント共に、６ゲーム先取ノーアド。セルフジャッジで行います。
　　ウォーミングアップは、サービス４本のみとします。
　　使用球はブリヂストンＸＴ－８とします。

　　ペアの変更（当日）に関しては、本大会において、認めません。

　　当日、天候のはっきりしない時は、現地（多摩平第一公園テニスコート）で確認のこと。
　　多摩平第一公園管理事務所等には電話問い合わせしないこと。
　　延期の場合は日野市テニス協会ホームページに日程変更を掲示します。（延期日から数日後）



リーグ戦組合せ

【開始時間】ミックスAの部（一般の部）

　　ABCDブロック　→　６月４日（日）８：５０集合９：００開始
　　EFGブロック　→　６月４日（日）１１：５０集合１２：００開始予定

ミックスＡの部

Ａブロック 久永　純一 一般 宮﨑　達夫 サニーフィールド 内藤　正明 一般 佐藤　一世 一般

８：５０集合 久永　彩華 一般 山﨑　茂子 神崎TC 内藤　祐子 一般 湊　奈央 一般

Ｂブロック 大山　裕宣 個人会員 池永　寛 サニーフィールド 二宮　章 コニカミノルタ 小川　克信 一般

８：５０集合 大山　美穂 カワセミ 石川　晶代 サニーフィールド 中野　睦美 コニカミノルタ 松山　美千代 一般

Ｃブロック 清水　健一 一般 一守　泉輪 サニーフィールド 小松　孝久 一般 大塚　潤 日野自動車

８：５０集合 中川　紀子 神崎TC 一守　科佳 一般 青木　亜衣梨 一般 石井　三枝 一般

Ｄブロック 古川　淳一 コニカミノルタ 志田　博 神崎TC 杉山　英之 サニーフィールド 林　徳文 一般

８：５０集合 武田　明莉 コニカミノルタ 志田　香 カワセミ 宮﨑　ゆかり サニーフィールド 林　亜子 一般

Ｅブロック 濱田　輝之 神崎TC 山口　進 コニカミノルタ 櫻庭　隼人 サニーフィールド 澤田　圭吾 サニーフィールド

１１：５０集合 山本　真知子 カワセミ 中村　京子 コニカミノルタ 山崎　槙与 一般 澤田　清美 サニーフィールド

Ｆブロック 金城　亜斗夢 サニーフィールド 吉田　昌宏 一般 中野　数則 一般 久保　直人 コニカミノルタ

１１：５０集合 石川　莉沙子 サニーフィールド 渡邊　直美 個人会員 中野　多喜子 カワセミ 神原　彩加 コニカミノルタ

Gブロック 塩谷　一幸 日野自動車 高橋　幸孝 一般 田村　寛行 サニーフィールド 吉田　敦紀 日野市役所

１１：５０集合 蓮沼　敦子 サニーフィールド 小川　智佳子 一般 杉山　由美 サニーフィールド 小野塚　好美 日野市役所

【開始時間】ミックスBの部（初級及びファミリーの部）

　　ABブロック　→　６月１１日（日）８：５０集合９：００開始

ミックスＢの部

Ａブロック 藤田　典悠 一般 植村　明哲 一般 川田　義和 一般 高井　隆輔 日野市役所

８：５０集合 藤田　睦 一般 植村　奈穂子 サニーフィールド 金子　里美 一般 山﨑　瞳 日野市役所

Ｂブロック 會田　順一 サニーフィールド 来住　星八 一般 金子　ひろき 一般 江嶋　隆 一般

９：２０集合 會田　佑子 サニーフィールド 来住　美代子 カワセミ 加藤　あきこ 一般 江嶋　七海 一般

① ② ③ ④

① ② ③ ④


