
日程・会場

： 2月4日(日) 総合運動場コート：男子A・女子AB

長浦公民館コート：男子B

平岡公民館コート：男子C

百目木公園コート：男子D

2月11日(日) 総合運動場コート：男子E・女子CD

長浦公民館コート：男子F

平岡公民館コート：男子G

百目木公園コート：男子H

予選予備日 ： 2月18日(日)

： 2月25日(日) 総合運動場コート：男子・女子

本戦予備日 ： 3月4日(日)

主催：袖ケ浦市テニス協会

ホームページ： http://hayashi3333.web.fc2.com/

確認用ブログ： http://blog.livedoor.jp/sode_tennis/

2018 第21回

袖ケ浦オープンシングルストーナメント

全試合結果

予選

本戦



袖ケ浦市テニス協会

森田 泰弘 (SOT)
関根 和明 (SFTC)  奥平 幸成 (住友化学)  松浦 通明 (広栄化学) 

石崎 香代子 (建's)  山川 貴士 (荏原TC)  前田 竜志 (出光興産) 
近藤 淳輝 (疾風)  林 幹也 (神納TC)  國松 栄二 (袖ケ浦プリンス)  
  

《 会場 》
□ 袖ケ浦市営 総合運動場コート　 ( 砂入り人工芝コート・４面 )

□ 袖ケ浦市営 百目木公園コート　 ( 砂入り人工芝コート・２面 )
□ 袖ケ浦市営 平岡公民館コート　 ( 砂入り人工芝コート・２面 )

□ 袖ケ浦市営 長浦公民館コート　 ( 砂入り人工芝コート・２面 )

《 試合方法 》
□ 男子(女子)は８人(４人)を本戦待ちとし、他を８ブロック(４ブロック)に分け予選を行い

予選各ブロック１位の８人(４人)と合わせて、１６人(８人)にて本戦を行います。

□ 試合は８ゲームマッチプロセット(８－８タイブレーク・セミアドバンテージ
(1ジュース後ノーアドバンテージ)方式)，トーナメント方式とします。

□ 試合球はダンロップフォートイエローを使用します。

□ 試合前のウォーミングアップはサービス6本のみとします。
□ 試合は原則としてセルフジャッジとし，ロービングアンパイアを配置します。

□ 試合はセットブレイク・ルールを採用します。休憩(９０秒)は第３ゲーム終了時からとれます。
□ 試合の結果は試合終了後すぐに，勝者が使用済みボールを持って本部まで報告して下さい。
□ 試合日程および集合時刻は次ページを参照してください。

《 注意事項 》
□ 出場者は日程をよく御覧の上，集合時刻を厳守してください。

集合時刻までに届出のない場合は棄権とみなします。

□ 当日２度以上試合のある場合，次の試合のコールをした時に不在の時は棄権とみなします。

□ 天候不良等試合の有無不明の場合は地域性もあるため定刻までに各試合会場に集合してください。

また天候不良等のため日程及び試合会場を変更する場合もありますので，後日試合のある人も
変更の有無の確認をしてください。

《 本戦ドローに欠員の出た場合の扱い 》
□ 予選勝ち抜き者が欠員の場合は，その同一ブロックの２位の人が入ります。

２位の人が権利放棄の場合は，他のブロックの２位の人から抽選で入ります(本戦日抽選とします)。
□ 本戦待ちの人が欠員の場合には，予選２位の人から抽選で入ります(本戦日抽選とします)。

《 表 彰 》
□ 表彰はベスト４まで行います。

《 問合せ 》
□ 大会についての問い合わせは下記にお願いいたします。

袖ケ浦市テニス協会 榎本 建作 ( 携帯：080-6509-0006 )
ホームページ： http://hayashi3333.web.fc2.com/
大会当日確認用ブログ： http://blog.livedoor.jp/sode_tennis/

大 会 主 催
大 会 会 長 榎 本 建 作

大 会 副 会 長 長 谷 川 和 男

運 営 委 員 長

大 会 顧 問 伊 藤 栄 二 森 田 泰 弘
大 会 事 務 局 林 幹 也 和 田 敏 幸

【 大 会 運 営 ・ 役 員 】

【 開 催 要 項 】

（運営クラブ）

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント 要領

運 営 委 員

注 連 野 満 松 浦 通 明
平 賀 麻 里 青 木 幸 恵 國 松 栄 二



 予選： 第１日目  ２月４日 (日) 男子 ： A・B・C・D ， 女子 ： A・B ブロック

     9時 ： 1～16

     9時 ： 17～28 ，10時30分 ： 29～32

     9時 ： 33～44 ，10時30分 ： 45～48

     9時 ： 49～60 ，10時30分 ： 61～64

( 注1 ) 2/4(日) が天候不良等の場合は、2/18(日) に順延と致します。 

 予選： 第２日目 ２月１１日 (日) 男子 ： E・F・G・H ， 女子 ： C・D ブロック

     9時 ： 65～80

     9時 ： 81～92 ，10時30分 ： 93～96

     9時 ： 97～108 ，10時30分 ： 109～112

     9時 ： 113～124 ，10時30分 ： 125～128

( 注1 ) 2/11(日) が天候不良等の場合は、2/18(日) に順延と致します。

( 注2 ) 2/4(日)・2/11(日) の予選両日ともに天候不良等で順延になった場合には，

2/18(日) と 2/25(日) で予選を実施し，本戦は 3/4(日) と致します。

本戦： (男・女) ２月２５日 (日)

( 注1 ) 2/25(日) が天候不良等の場合は、3/4(日) に順延と致します。

( 注2 ) 2/4(日)・2/11(日) の予選両日ともに天候不良等で順延になった場合には，

2/18(日) と 2/25(日) で予選を実施し，本戦は 3/4(日) と致します。

( 注3 ) 予定の日程で試合が消化できなかった場合は，改めてコートを確保してから
ご案内致します。

113 ～128 百目木公園コート

総合運動場コート

Ｂ 17 ～ 32

49 ～ 64 百目木公園コート

Ｃ

7 ～ 12

ｴﾝﾄﾘｰNo.

男子

Ａ 1 ～ 16

女子
Ａ 1 ～ 6

集    合    時    間

平岡公民館コート

Ｄ

ﾌﾞﾛｯｸ ｴﾝﾄﾘｰNo. 会     場

33 ～ 48

長浦公民館コート

B

ﾌﾞﾛｯｸ

男子

Ｅ 65 ～ 80 総合運動場コート

Ｆ 81 ～ 96

Ｇ 97 ～ 112 平岡公民館コート

Ｈ

Ｃ 13 ～ 18

Ｄ 19 ～ 24

男子 best 16

女子

総合運動場コート

９時 開始   決勝まで

女子 best 8 10時 集合   決勝まで

ｴﾝﾄﾘｰNo. 会     場 集    合    時    間

     9時45分 ： 2～5 ，11時 ： 1・6
総合運動場コート

【 試 合 日 程 ( 集合時間 ) 】

     9時45分 ： 20～23 ，11時 ： 19・24

     9時45分 ： 8～11 ，11時 ： 7・12

長浦公民館コート

集    合    時    間

     9時45分 ： 14～17 ，11時 ： 13・18
総合運動場コート

会     場



本戦ドロー 2018/2/25(Sun.)  総合運動場コート

男子シングルス

佐藤

84
菅野

84
菅野

86
菅野

85
島村

83
島村

84
手島

97
菅野洋一

83
高寺

97
高寺

87ret.
近藤

84
高寺

76ret.
鳥居

85
鳥居

85

山口

82

女子シングルス

鍋谷

80
鍋谷

82
北村

81
鍋谷早織

82
島村

80
野口

82

野口

81

大鐘　卓也 (住友化学)

坂田　瑞希 (アスリードTA)

7 斉藤　汐里 (きさらづアウルTC)

8 野口　博子 (出光興産)

5 折野　一美 (SFTC)

6 島村　史 (無所属)

3 北村　五月 (三井化学)

4 大野木　博美 (NumberoneTA)

1 鍋谷　早織 (アスリードTA)

2 宮ヶ原　さおり (NEXT.TC)

15 山口　祐 (袖ケ浦プリンス)

16 虻川　大哉 (テニスコミュニティ千葉)

13 尾高　佑樹 (志学館高等部)

14 鳥居　瑞紀 (袖ケ浦プリンス)

11 山下　一樹 (千葉興業銀行)

12 近藤　淳輝 (疾風)

9 伊藤　翔太郎 (無所属)

10 高寺　俊介 (袖ケ浦プリンス)

7 手島　貴宏 (無所属)

8 吉原　雅人 (建's)

5 島村　広輝 (疾風)

6 内山　正樹 (君津グリーン)

3 永徳　一朗 (SBMKTC)

4 菅野　洋一 (SKZT)

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント

1 佐藤　洸亮 (疾風)

2 タン　マイケル (SBMKTC)



本戦ドロー 2018/2/25(Sun.)  総合運動場コート

男子シングルス

女子シングルス

タン　マイケル (SBMKTC)

[8] 4 菅野　洋一 (SKZT)

[1] 1 佐藤　洸亮 (疾風)

[9-10E] 3 永徳　一朗 (SBMKTC)

[17-18B] 2

[11-12D] 10 高寺　俊介 (袖ケ浦プリンス)

[6] 9

[4] 5 島村　広輝 (疾風)

[11-12H] 7

内山　正樹 (君津グリーン)

手島　貴宏 (無所属)

[13F] 6

[5] 8

山下　一樹 (千葉興業銀行)

吉原　雅人 (建's)

伊藤　翔太郎 (無所属)

近藤　淳輝 (疾風)[3] 12

[14-15C] 11

[2] 16 虻川　大哉 (テニスコミュニティ千葉)

[14-15G] 15 山口　祐 (袖ケ浦プリンス)

尾高　佑樹 (志学館高等部)

[9-10A] 14 鳥居　瑞紀 (袖ケ浦プリンス)

[7] 13

2 宮ヶ原　さおり

[4]

[1] 1 鍋谷　早織 (アスリードTA)

(無所属)

[2] 8

[7D] 7

北村　五月 (三井化学)

[6A] 5

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント

斉藤　汐里 (きさらづアウルTC)

[5C] 4

[3] 6 島村　史

[8B]

3

(NEXT.TC)

大野木　博美 (NumberoneTA)

折野　一美 (SFTC)

野口　博子 (出光興産)



          予選ドロー
男子シングルス

Ａブロック（総合運動場コート） Ｃブロック（平岡公民館コート）

(SFTC) (住友化学)

80 80

85 84

82 84

83 81

85 83

81 82

85 86

97 14 11 41ret.

83 W.O.

NS

81 80

97 85

33ret. 82

83 W.O.

NS

85 80

80 98(5)

Ｂブロック（長浦公民館コート） Ｄブロック（百目木公園コート）

(袖ケ浦プリンス) (荏原TC & 建's)

80 81

85 82

85 80

83 84

W.O. 81
NS

81

84 97

85 2 10 84

81 85

86 83

80 86

80 81 NS

85 W.O.

83 83

86 W.O.

NS

2018/2/4(Sun.)

[9-10] 1 白熊　雄大 (疾風)

2 鷹取　裕介 (JNC石油化学)

佐久間　剛 (B.B.)

34 岩瀬　愼司 (フットフォルト)

[14-15] 33

3 吉田　智昭 (無所属) 芝田　信之 (無所属)35

4 井上　泰希 (三井化学) 36

38

山下　一樹 (千葉興業銀行)

5 本浦　直樹 (無所属a) 鈴木　恵太 (SOT)37

7 岡本　翔太 (JNC石油化学)

6 武田　諭治 (SKZT)

長谷川　和男 (建's) 40

岩島　昌也 (SBMKTC)

林　拓海 (東レ・ダウコーニング)39

前田　泰自 (三井造船)

9 福田　正明 (フットフォルト) 下嶋　宏明 (住友化学)

8

10 杉山　昇 (袖ケ浦プリンス)

43

42 柴崎　正博 (フットフォルト)

41

11 鳥居　瑞紀 (袖ケ浦プリンス) 奥平　幸成 (住友化学)

12 石崎　孝博 (建's) 44

46

鈴木　貴洋 (無所属)

13 江藤　雄作 (無所属) 間宮　祐治 (袖ケ浦プリンス)45

15 渡邉　博徳 (無所属)

14 飯田　充美 (RBT)

金木　敬介 (無所属a) 48

鬼海　義治 (RBT)

池田　希望 (無所属)47

川人　喜代高 (ptc)

[17-18] 17 種市　浩二 (袖ケ浦プリンス) 高寺　俊介 (袖ケ浦プリンス)

[19-21] 16

18 石井　雅弘 (フットフォルト)

51

50 川野　富盛 (無所属)

[11-12] 49

19 佐野　功 (K-TT) 鶴岡　則彦 (百目木PINK )

20 武政　隆夫 (SFTC) 52

54

中尾　康弘 (住友化学)

21 石井　貴政 (無所属) 青木　久幸 (無所属)53

23 林　正之 (東レ・ダウコーニング)

22 金子　博秋 (無所属)

吉冨　康亮 (JNC石油化学) 56

榎木　信雄 (JNC石油化学)

荒谷　弘 (ラブフォーティーズ)55

今井　篤 (袖ケ浦プリンス)

25 田島　幹久 (GBT) 朝生　泰正 (建's)

24

26 神尾　和教 (三井化学)

59

58 永松　宏太 (無所属)

57

27 タン　マイケル (SBMKTC) 山上　敏文 (疾風)

28 網代　和貴 (MTC) 60 榎本　建作 (荏原TC)

62

29 大関　誠 (RBT) 61

30 渡邉　尚之 (BKS-T)

山口　翔平 (無所属)

31 國松　栄二 (袖ケ浦プリンス) 63

[19-21] 32 並木　孝治 (百目木PINK ) 64

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント

八島　昭 (遊ingTC)

山脇　聡 (君津グリーン)

杉山　竜哉 (無所属a)

本戦

本戦



          予選ドロー
男子シングルス

Ｅブロック（総合運動場コート） Ｇブロック（平岡公民館コート）

(袖ケ浦プリンス) (神納TC)

82 85

NS 85 82 NS

W.O. W.O.

80 81

85 86

82 80

83 81

NS 83 3 15 82

W.O. 80

82 84

85 86

83 81

84 80

NS 86 81

W.O. 81

Ｆブロック（長浦公民館コート） Ｈブロック（百目木公園コート）

(広栄化学) (疾風)

80 83

85 7ret.4

82 81

NS 81 84

W.O. 82

NS 82 82

W.O. 81

83 6 7 98(11)

W.O. 80
NS

86 81

80 98(4)

82 83

82 82

84 81

86 W.O.

NS

[9-10] 65 永徳　一朗 (SBMKTC)

66 石本　剛 (無所属)

笠島　祐一 (SKZT)

98 松本　彰 (袖ケ浦プリンス)

[14-15] 97

67 安達　隆夫 (チームエネオス) 佐藤　和寛 (無所属)99

68 杉山　元明 (ラビット) 100

102

古川　貴裕 (袖ケ浦プリンス)

69 在原　実 (袖ケ浦プリンス) 矢野　弘一郎 (RBT)101

71 福島　能彰 (荏原TC)

70 早坂　竜馬 (きさらづアウルTC)

宮園　泰生 (市原八幡高校) 104

藤村　哲也 (無所属)

義積　宜友 (無所属a)103

林　幹也 (神納TC)

73 鈴木　海理 (無所属) 飛川　博信 (無所属)

72

74 岡﨑　真喜 (三井化学)

107

106 松崎　航 (テニスコミュニティ千葉)

105

75 北川　裕丈 (日産化学) 諸留　圭介 (日産化学)

76 井上　雄太 (無所属) 108

110

竹花　翔大 (市原八幡高校)

77 斉藤　涼馬 (市原八幡高校) 島田　太久哉 (ちはら台TC)109

79 神谷　幸和 (袖ケ浦プリンス)

78 我妻　祐樹 (住友化学)

虻川　敏彦 (テニスコミュニティ千葉) [19-21] 112

西村　信二 (ラビット)

山口　祐 (袖ケ浦プリンス)111

倉持　祐一 (RBT)

[13] 81 内山　正樹 (君津グリーン) 長谷川　憲一 (建's)

[16] 80

82 石丸　和人 (三井造船)

115

114 竹村　一真 (SKZT)

[11-12] 113

83 来栖　行利 (東レ・ダウコーニング) 大福　良二 (袖ケ浦プリンス)

84 柴田　徳雄 (RBT) 116

118

坂本　真樹 (桜台TC)

85 椎名　清 (無所属) 栗田　正 (無所属)117

87 小原　俊次 (三井化学)

86 平　純一 (広栄化学)

有薗　謙太 (住友化学) 120

森戸　昭等 (東レ・ダウコーニング)

切替　拳佑 (SOT)119

藤谷　孟司 (きさらづアウルTC)

89 大野　俊幸 (SFTC) 手島　貴宏 (無所属)

88

90 西山　暢一 (CATC)

123

122 高木　信行 (ptc)

121

91 大鐘　卓也 (住友化学) 渡辺　秀明 (無所属a)

92 中後　健次 (無所属) 124 大脇　慎吾 (のぞみ野テニスクラブ)

126

93 棚次　悠介 (日産化学) 125

94 古川　充 (三井造船)

藤崎　隼 (チームエネオス)

95 楠　貴博 (ptc) 127

96 加藤　益男 (RBT) [17-18] 128

2018/2/11(Sun.)

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント

安田　拓矢 (百目木PINK )

鈴木　那央 (無所属)

山口　隼人 (日産化学)

本戦

本戦



          予選ドロー ：A・B

女子シングルス ：C・D

2018/2/4(Sun.) 2018/2/4(Sun.)

Ａブロック（総合運動場コート） Ｂブロック（総合運動場コート）

83 86

85 W.O.

本戦 本戦 NS
76ret. 5 2 83 NS

W.O. W.O.

NS

83 W.O.

NS

2018/2/11(Sun.) 2018/2/11(Sun.)

Ｃブロック（総合運動場コート） Ｄブロック（総合運動場コート）

NS 82 85

W.O. 81
本戦 本戦

83 4 7 81

81 81

W.O. 82

NS

Bye

(Pole Pole)

[9] 7[6] 1 折野　一美 (SFTC)

宮ヶ原　さおり (NEXT.TC)8

高木　祐子 (袖ケ浦プリンス)

Bye

海東　里美 (袖ケ浦プリンス) 9

2 斉藤　朱乃 (SBMKTC)

浅羽　美希 (SBMKTC)

4 山田　美咲 (広栄化学) 岩見　素子 (RBT)

3

10

Bye

11 川島　景子5 市川　桃子 (TAKE3) (SKZT)

Bye

　2018/2/4(Sun.)

　2018/2/11(Sun.)

(アスリードTA)

6 岩崎　ひろみ (袖ケ浦プリンス)

Bye

麻原　鈴 (検見川高校テニス部)12

Bye

[5] 坂田　瑞希13 大野木　博美 (NumberoneTA) [7] 19

(旭硝子)

15 玉手　佳代 (KHネオケム) (袖ケ浦プリンス)

(きさらづアウルTC)

17 鶴岡　はるみ (袖ケ浦プリンス)

14 小川　美智代

23 深山　美智代

16 高橋　純子 (無所属) 22

古野　和美 (KHネオケム)

Bye Bye

18 竹越　有美子 (SFTC) [8] 24

鈴木　裕子

斉藤　汐里

20

2018 第21回 袖ケ浦オープンシングルストーナメント

21 清水　美智子

(袖ケ浦プリンス)



  優    勝   準  優  勝   優    勝   準  優  勝

1998 朝生　富夫 朝生　泰正 杉岡　優子 長谷川　美知子

H10 （君津グリーン） （君津グリーン） （袖ケ浦プリンス） （ＳＬＴ）

1999 竹下　正幸 朝生　富夫 杉岡　優子 佐藤　浩美

H11 （毎日アウル） （君津グリーン） （袖ケ浦プリンス） （ＢＳＴＣ）

2000 竹下　正幸 朝生　富夫 杉岡　優子 長谷川　美知子

H12 （毎日アウル） （君津グリーン） （袖ケ浦プリンス） （ＳＬＴ）

2001 永徳　一朗 竹下　正幸 丸一　京子 杉岡　優子

H13 （永徳企画） （毎日アウル） （我孫子ＴＣ） （袖ケ浦プリンス）

2002 永徳　一朗 関根　和明 丸一　京子 長谷川　美知子

H14 （永徳企画） （袖ケ浦プリンス） （我孫子ＴＣ） （ＳＬＴ）

2003 関根　和明 岸本　慎太郎 丸一　京子 伊藤　敏江

H15 （袖ケ浦プリンス） （君津グリーン） （我孫子ＴＣ） （鷹之台ＴＣ）

2004 永徳　一朗 斉藤　辰典 仲田　史 伊藤　敏江

H16 （永徳企画） （メイユール） （ＢＳＴＣ） （鷹之台ＴＣ）

2005 永徳　一朗 斉藤　辰典 伊藤　敏江 仲田　史

H17 （ＭＳＣ） （メイユール） （鷹之台ＴＣ） （ＢＳＴＣ）

2006 永徳　一朗 磯貝　康広 丸一　京子 久保田　留里

H18 （グリーンＪｒ.ＴＣ） （ＡＭＴ） （松山下ＴＣ） （住友化学）

2007 磯貝　康広 大野　哲郎 丸一　京子 飯高　貴久枝

H19 （大日本インキ） （電気化学工業） （松山下ＴＣ） （ＩＴＣ）

2008 永徳　一朗 坂本　真樹 間宮　和奈 杉岡　優子

H20 （グリーンＪｒ.ＴＣ） （桜台ＴＣ） （袖ケ浦プリンス） （袖ケ浦プリンス）

2009 永徳　一朗 関根　和明 間宮　和奈 丸一　京子

H21 （グリーンＪｒ.ＴＣ） （ＳＦＴＣ） （袖ケ浦プリンス） （松山下ＴＣ）

2010 永徳　一朗 関根　和明 間宮　和奈 飯高　貴久枝

H22 （グリーンＪｒ） （ＳＦＴＣ） （袖ケ浦プリンス） （ＩＴＣ）

2011 永徳　一朗 山田　直弘 間宮　和奈 中村　早希

H23 （グリーンＪｒ） （三井化学） （袖ケ浦プリンス） （広栄化学）

2012 内田　巧人 菅野　洋一 間宮　和奈 北村　五月

H24 （リエゾンＴＳ千葉） （ＳＫＺＴ） （袖ケ浦プリンス） （フリー）

2013 内田　巧人 種市　竜也 間宮　和奈 丸一　京子

H25 （リエゾン） （アウルテニスクラブ） （袖ケ浦プリンス） （テニコミ千葉）

2014 中島　優一 関根　和明 島村　史 北村　五月

H26 （リエゾンＴＳ千葉） （ＳＦＴＣ） （百目木ＰＩＮＫ） （三井化学）

2015 秋山　陽 長谷川　憲一 野口　博子 間宮　和奈

H27 （テニスコミュニティ千葉） （無所属） （出光興産） （袖ケ浦プリンス）

2016 上原　孝紀 新井　邦知 鍋谷　早織 島村　史

H28 （テニスコミュニティ千葉） （袖ケ浦プリンス） （アスリードTA） （百目木PINK）

2017 林　昌幸 佐藤　洸亮 鍋谷　早織 野口　博子

H29 （無所属） （疾風） （アスリードTA） （出光興産）
第20回

袖ケ浦オープンシングルス  歴代 優勝・準優勝者

男    子 女    子

第1回

第2回

第12回

第3回

第19回

第18回

第4回

第7回

第16回

第9回

第8回

第5回

第6回

第17回

第13回

第10回

第14回

第11回

第15回


