
令和２年度大阪市長杯 兼 大阪市スポーツ協会会長杯

クラブ対抗テニス大会

ドロー主　催　： 大阪市テニス協会
後　援　： 大阪市 女子 男子大阪市スポーツ協会
会　場　： ITC靭テニスセンター西園
期　日　： 令和２年１０月２４日（土）・２５日(日）　　　 *予備日   １１月1日（日）　or ２３日（祝・月）　

試　合　規　定

1．試合は  一般の部はトーナメント、１セットマッチ 、ノーアドバンテージ,６－６タイブレーク
　　男女初級者の部は、トーナメント、５ゲーム先取、ノーアドバンテージ,タイブレーク無し。.

    各クラスともコンソレーションは各1回有り。５ゲーム先取、ノーアドバンテージ、タイブレーク無し。

    ２対戦目までは、全試合を行いますが、３対戦目以降は、試合の勝敗が決まった時点で打ち切ることがあります。、
２．審判はセルフジャッジとします。
３．試合前のウォーミングアップはサーブ４本のみとします。 修正 ③

10月17日

４．集合時間　：下記の通り。時間厳守のこと。
５．ボールはダンロップ フォートイエローを使用。 ③ 初級者男子２R　４～１５の文言削除
６．服装は清潔で礼儀正しい習慣的に認められているテニスウエアーとします。
　　テニスシューズを使用してください。 ② 初級女子No.1集合時間⇒９：４５
　　フェイスマスクは、医者の診断書のある方のみ許可します。
７．ルールはJTAルールに従います。 初級女子集合時間修正
８．ケガなどの応急措置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません。
９．天候その他の理由により、本大会の開催要項を変更する場合があります。

　　雨天の問い合わせ先　：　 ０９０－３８４６－３０１２ 西井まで

　　雨天・その他の問い合わせ先　：　 ０８０－３１０５－８３９７ 坂井まで
    前日・早朝よりの問い合わせはご遠慮ください。
　　当日、天気の状況が悪い場合はできるだけ早く８：００以降にHPのフェイスブック・ツイッターに掲載します。
１０．その他　：個人情報保護のため試合結果をホームページへ掲載不可の方はご連絡ください。

試　合　日　程

　集合時間　： 時間厳守の事
１０月２４日（土） 初級者女子　１Ｒ Ｎ０．２・ＮＯ３ ８：４５　集合

女子 初級者女子　２Ｒ NO.４～ＮＯ．２５ ９：４５　集合 ⇒⇒⇒ ８：４５　集合

初級者女子　２Ｒ ＮＯ．１,ＮＯ．２６～ＮＯ．３３ ９：４５　集合 ⇒⇒⇒ ９：４５　集合

一般女子　　　１Ｒ ＮＯ．２・ＮＯ．３・ＮＯ．８・ＮＯ．９ ９：４５　集合

一般女子　　　２Ｒ ＮＯ．４～ＮＯ．７ ９：４５　集合

一般女子　　　２Ｒ ＮＯ．１・ＮＯ．９ １０：３０集合

１０月２５日（日） 初級者男子　１Ｒ 全員 ８：４５　集合

男子 初級者男子　２Ｒ　４　～１５ 全員　 ９：４５　集合

一般男子　　 　　 全員 １０：３０集合

全種目、残り試合が出た場合１１月１日（日）or ２３日（祝・月）になる場合があります。
⇒⇒ 予備日使用の場合、選手１名変更可。

大　会　役　員

大　会　会　長 西　井　幸　紀　雄

大　会　副　会　長 荒　木　恒　夫　　坂　井　幸　司

大　会　委　員　長 鈴　木　隆　夫

大　会　委　員　 大阪市テニス協会理事一同

デ　ィ　レ　ク　タ　ー 倉　橋　幸　弘

レ　フ　エ　リ　ー 薮　野　容　子

アシスタントレフェリー 高　木　孝　子　　山　本　厚　子　

エントリーフィーは当日持参のこと。 １チーム 登録者のみ 12,000
未登録者１名につき 500 アップ

初級者クラスは登録者のみ。 12,000

* 特別な事情により、1試合成立後に試合続行が不可能になった場合以外のエントリーフィーの返金はありません。
メンバー変更当日１名は可。
ドロー発行後のキャンセルはエントリーフィーの支払が必用となります。
全選手のエントリーは予備日まで拘束されます。
円滑な大会運営のため控えチームの選手の方は必ずコートサイドに待機のこと

重要⇒ コロナ感染症が拡大しています。
出場選手の方は添付注意事項よくお読みください。
体調確認表に記入して当日持参してください。



女子一般

1R 2R SF F

1. なーぼー丸

2. monster

3. 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

4. チーム中の島

5. プラネッツ　なおみ

6. 大阪フェニックス

7. LYNX

8. マーヴェラス

9. 加藤組

10. ユンカース



女子一般

1 2 3 4 5
なーぼー丸 monster 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ チーム中の島 プラネッツ　なおみ

山本まどか 板東　しのぶ 澤田  理恵 石井　夕華 池田  直美

西山　奈々 松瀬　美子 吉村  友美     福西　忍 三島  直美

    中嶋　優    河本　由紀子 木村 友江 池田　真希   宮本　しのぶ

渡邉　実咲 川元　佳子 澤田  菜月 鎌田　江美    田中  真由美

平田　真穂 河村　恵子 大石  かずえ 北村　七瀬 田中   美江

   田中　ゆかり

6 7 8 9 10
大阪フェニックス LYNX マーヴェラス 加藤組 ユンカース

井上　佳子 古賀  眞弓 近藤 京子 加藤  泰世 上田　尚子

高橋　幸子 佐藤  聖子 松尾 恵子 稲津  京子     山岸　由未子

植松　智子 山川　悦子 前田 広栄 中尾  京子 藤田　久恵

縄田　純子 清田　素子 藤本 典子  寺西  アマミ 渡邉　幸子

堤　まゆみ 前田　弥甫 後藤 朱美 中村  真弓 奥村　真希

  森本  まさみ



女子初級

1R 2R 3R 4R SF F

1. TEAM MmT 1

2. Stingers

3. ユンカース

4. チームフレンズ

5. プラネッツ　りか

6. 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

7. TERUJI ACADEMY

8. 森の宮庭球倶楽部

9. 一生テニスクラブ

10. NS Evolution

11. SSC

12. NM★Ｓ

13. スリースター

14. 大阪フェニックス

15. Teamアイリス

16. マーヴェラス

17. 令和ﾚｯﾄﾞ１

18. プラネッツ　まゆみ

19. NM★Ｍ

20. チームCATS

21. TEAM MmT 2

22. Very.T.C

23. Team Amore

24. TEAM えみ～ず。

25. TEAMマイケル

26. T・C・G

27. にのさん

28. MiSHU.f

29. チーム寺本

30. KIF

31. チーム上原

32. 令和ﾚｯﾄﾞ２

33. O・YA・KA・TA



女子初級 　Ｂ　級

1 2 3 4 5 6 7 8
TEAM MmT 1 Stingers ユンカース チームフレンズ プラネッツ　りか 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ TERUJI ACADEMY 森の宮庭球倶楽部

中野　真理 中田　恭子 北山　真弓 中野　由利子 田中　里香 成田　美佐子 戸田　昌代 多方 由美子 

中尾　亜樹子 辰巳　博子 夜久　泰子 小山　聖子 村川　恵子 大谷　晃代 吉田　尊子 藤崎 愛 

久保　幸恵 上村　美香子 蛭田　日登美 市川　由美 西田　由紀 宮地　陽子 望月　景子 川内 君代 

上代　栄美子 砂原　総美 田辺　知佐子 大田　薫 森　良枝 芳竹　喜久子 川本　愛 西村 公美子 

榊　智恵 河原　千恵 米塚　幸枝 田中　正栄 東島　康子 渕本　あや 古田　彩子 岸本真紀 

広瀬　規差子 竹内　純子 小島　多津子

9 10 11 12 13 14 15 16
一生テニスクラブ NS Evolution SSC NM★Ｓ スリースター 大阪フェニックス Teamアイリス マーヴェラス

桑木　桂子 堀　有希子 有田　昌子 藤澤　由美子 宇賀神　悦子 荒川　順恵 高井　好江 伊藤 多津子

船曳　久子 古谷　光子 小池　早苗 向埜　陽子 山下　由加 寺内　礼子 佐々木　恵美 廣瀬 よし子

竹内　房子 長野　明美 坂田　優子 樋口　ゆかり 豊田　美枝子 大島　瞳 嶋崎　亜由美 中川 秀美

森本　美奈子 青原　久美子 中川　三枝子 橋本　あや 坂根　明日香 南木　静子 小山　ゆかり 永橋 光恵

中井　洋子 岩本　典子 宮前　智子 中山　佳子 平山　恵 金森　雅美 伊藤　広美 浅島 裕子

北川　良子 宮道　ユカ

17 18 19 20 21 22 23 24
令和ﾚｯﾄﾞ１ プラネッツ　まゆみ NM★Ｍ チームCATS TEAM MmT 2 Very.T.C Team Amore TEAM えみ～ず。

前田　由美子 佐野　真由美 西村　朋子 坂之上　薫 宇津木　留理 冨士川　幸美 柏木　由紀子 岩本　恵子

林　久留美 入谷　薫里 吉村　亜佐美 田邊　奈津子 髙松　友香理 近藤　順子 城島　裕子 中谷　有紀

江口　昌代 清水　絵美 畠山　かおり 小森　智子 福冨　沙愛 大津　真理子 鈴木　ちえ 藤川　まゆみ

浦地　季実子 桜木　映子 横地　美由紀 新井　愛 川村　佳子 明坂　梢 谷口　ゆかり 松坂　美砂

前川　聡子 永吉　智子 南　綾子 秋末　けい子 斉藤　三佳 假水　知子 松本　康子 阪倉　千里

玉木　浩子 能田　昌子 恵納　都紀子 山崎　秀子

25 26 27 28 29 30 31 32 33
TEAMマイケル T・C・G にのさん MiSHU.f チーム寺本 KIF チーム上原 令和ﾚｯﾄﾞ２ O・YA・KA・TA

赤松　利江 中村 貞美 屋江　さゆり 毎熊　朋子 寺本　都士子 渋谷　美紀 横田　麻紀 中尾　尚美 宿南 江利子

塩見　あかり 星山 博子 松村　有紀子 西谷　香 岡部　領子 高橋　あゆみ 中西　麻里 細谷　由紀 山本 恭子

中川　美希 奈良 由利子 森谷　益代 川添　美穂 岸澤　可乃 西村　有美 奥野　博子 細谷　彩乃 山中 則子

加藤　弘美 窪田 亜紀 山城　一美 萩原　泉 斎坂　名緒子 板東　里抄 鈴木　真由美 安井　扶季 野口 貴子

坂口　佐代子 芦田 直子 松井　明子 片畑　里枝子 山本　眞樹子 平井　潤子 笠原　麻子 水口　綾子 山下 志奈子（Ｂ級）

息野  裕子 高山　恵梨子



男子一般

1R 2R SF F

1. チームEAST（A)

2. bye

3. チーム渡辺

4. team倉橋

5. バルバーズ

6. DT　舐めるな！

7. ユンカース

8. あらいぐま

9. 中本テニス塾

10. bye

11. チームEAST（B)

12. チーム草野

13. テンバガー

14. チーム中の島

15. bye

16. enjoyテニス



男子一般

1 2 3 4 5 6 7 8
チームEAST（A) bye チーム渡辺 team倉橋 バルバーズ DT　舐めるな！ ユンカース あらいぐま

丸岩 雄治 福田　正範 横倉　良昌 平岡陽太郎 酒井　優吉 松村　勇輝 新井　祥生

木村 富将 福田　将之 稲垣　順也 貝野　友規 高野　佑介 上田　尚紀 沖本　東樹
五味 洸祐 福田　和雅 横山　和規 稗島　啓司 寒川　雄斗 土田　健次 西垣　毅優
佐藤 岳大 福田　貴紀 田中　新之 早瀬　勇次 中野  翔太 桐山　裕風   下平　尾匠真
家原 俊祐 山田　佳典 　用　裕輝 安田　貴博 椿原　航輝 兵頭　祐一 大場　一樹

渡辺　健三 衣川　郁弥 岩槻　快樹 岩崎 和也

9 10 11 12 13 14 15 16
中本テニス塾 bye チームEAST（B) チーム草野 テンバガー チーム中の島 bye enjoyテニス
 岡林 麻人 西村 聡 仲谷　正徳 山野　亮介 牧原　康雄 廣瀬 公二
中西 智治 山本 怜 　前川　格 狩野　智史 池田　充伸 川西 達也
福永 大洋 久柳 浩美 酒巻　知也 山口　寛暁 北村　同 杉田 憲一
豊野 拓也 石橋 孝司 谷本　了一 田中　宏樹 後　慎太郎 河原 悠介
山野井 潤 藤澤 登 　草野　忠 吉賀　史里 松栄　邦彦 藤井 大貴
山根 太郎 井上　隆介 岩本　勇樹



男子初級

1R 2R 3R 4R SF F

1. NM第7世代

2. 令和ﾚｯﾄﾞ4

3. 荒川化学工業

4. うつぼなごやかくらぶ

5. チーム上原

6. チームフレンズ

7. 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　B

8. 南森町TC

9. KST TEAM YELL

10. 森の宮庭球倶楽部

11. SSC

12. チーム原

13. チームEAST

14. ANショット

15. Teamアイリス

16. チームCATS

17. ntc200

18. 日立ソリューションズ

19. スリースター

20. TEAMマイケルB

21. BT

22. Stingers－B

23. TEAMマイケルA

24. 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　A

25. チームとりとり

26. KST TEAM ENJOY

27. Team Amore

28. Grasshopper

29. TERUJI ACADEMY

30. MiSHU

31. チーム井相田

32. 司TC

33. monster

34. AtoZ

35. ETC

36. ORCT

37. NM第１世代

38. 令和ﾚｯﾄﾞ3

39. Stingers－A

40. TEAM MmT

41. DELONE

42. スティッキーズ

43. 大阪フェニックス

44. にのさん



男子初級 Ｂ　級

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NM第7世代 令和ﾚｯﾄﾞ4 荒川化学工業 うつぼなごやかくらぶ チーム上原 チームフレンズ 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝB 南森町TC KST TEAM YELL 森の宮庭球倶楽部 SSC

西村正明 佐々木　利和 田中　俊 野村賢史 笹谷靖 安田茂志 渕本 英志 森　茂 山口　誠司 藤田 和昭  後藤　友正

長島隆 葛西　孝昭 藤田　誉弘 松田一起 小林弘行 京井秀夫 前田 裕之 川瀬　仁也 高垣　直司 大森 均  芝　恭三

樋口博士 阪本　真悟 西垣　泰志 山本一貴 井上信一郎 尾崎哲 昆布 和人 菊地　勝己 原野　洋一郎 廣瀬 徹  中西　亮太郎

清水直人 中西　実 梅田　拓未 松井佑太 鈴木英博 竹内勇 豊田 時夫 征録　明彦 今井　淳 池田 茂  横山　宏典

田頭祐一 浦地　勝彦 佐々木　亮祐 平泉顕 菅康男 仲正栄 岩本 雅之 真柄　翔 塩見　守正 福島 宏一 宮國　和紀

児玉　涼輔 渡辺宏 小西陽一 吉田克己

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
チーム原 チームEAST ANショット Teamアイリス チームCATS ntc200 日立ソリューションズ スリースター TEAMマイケルB BT Stingers－B

広瀬　善久 千鳥 貴裕 苅田　秀明 中西　正樹 前田　勝弘 澤 安雄 西尾 宏幸 松岡　成浩 金森　哲也 竹内　義峰 藤澤憲弘

和田　眞一　 藤原 高之 渡辺　武 池田　喜一郎 福岡　真二 浜崎 崇 松島 大輔 前川　聖矢 浅尾　功二 酒井　士郎 谷口毅

境　三四郎 松崎 俊也 森本　洋史 福本　政直 渡部　譲 藤本 直也 山口 仁義 外和田　匡彦 堀越　敬之 福壽　正稔 籠谷栄次

八木　将純 佐藤 雄亮 竹内　修 森本　啓之 佐野　隆 古和 勇 松尾 竜一 大国谷　浩二 堀越　史也 馬場　喜弘 木下雅昭

原　秀司 太田 輝彦 田村　哲也 長田　恵三 喜多　祥吾 樋下田 隆史 篠原 俊雄 杉田　幸司 山城　太地 戸鳴　誠一 外山完爾

仲谷 淳 中山　智彦 前原　孝夫 河田 匡哉 西栗　隆史

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
TEAMマイケルA 木村ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝA チームとりとり KST TEAM ENJOY Team Amore Grasshopper TERUJI ACADEMY MiSHU チーム井相田 司TC monster

安東　基良 木村 宏治 鳥居　彰 江口　敏夫 井川　直樹 岡田篤二 植松　克晋 片上　啓和　　 井相田　治 祖父江孝 河合　真宏

古川　尊寛 青山 吉和 松本　薫 林　治輝 下中　裕史 谷野広幸 望月　信人 吉本　幸生 武田　均 荒川明久 田口　明彦

杉浦　正樹 大石 高治 小川　順士 岡田　圭二 城島　靖 今泉直哉 吉田　雄平 加藤　崇　 城　英夫 住田友昭 梨本　真樹

竹田　裕紀 細井 康成 横田　義昭 関原　恒二郎 鈴木　拓生 藤長政徳 川本　輝治 田中　孝英　 稲本　正博 直井厚郎 伊藤　裕司

川人　功治 二井矢 裕紀 権藤　万智 下田　光洋 谷口　正嗣 中井英夫 清水　直樹 日原　淳 玉井　唯之 古川良太 漆原　一成

池野　勝三 松尾　康男 小島　利明 新光　修也

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

AtoZ ETC ORCT NM第１世代 令和ﾚｯﾄﾞ3 Stingers－A TEAM MmT DELONE スティッキーズ 大阪フェニックス にのさん

西沢　武則 中野　栄治 玉井良昭 新山　恵庸 新庄　繁男 時田　武明 谷山 真 仲　敏男 岡田　裕靖 倉田清司 井上　聖明

西田　文雄 陰山　雅也 富友宏ステファン(B級)吉村　彰夫 斉藤　徳彦 桑嶋　仁美 西川 拓也 木村　恭也 森下　佳則 梅本啓央 山城　正幸

安田　和真 千秋　武彦 西山憲吾 富田　二三男 辻　雄馬 中村　晴好 大岡 和志 高橋　海人 往西　康樹 田村冬夫 山城　鷹之

西峯　明宏 廣田　智昭 狩野孝輔 井上　賢一 嵯峨　裕 大久保　茂信 加納 慶人 榛葉　佳彦 中島　究 白石　旭 岩田　昭夫

出澤　徹 土井　康弘 稲葉一実 南　繁 柿澤　洋平 生嶋　栄 武藤 大将 小幡　明史 藤川　裕文 岩見　保 岸本　敦彦

久保谷　剛志 安藤　央樹 池田  茂 西 政宏


