
参加
人数 優　勝 ２　位

大谷・米山 浜田・中山 浦・永川 岡村・堀口

（ウェルカム） （ウェルカム） （フリー/ウェル） （ウェルカム）

堀口・川畑 西本・矢野尾 鷲谷・斉藤

（ウェルカム） （ウェルカム） （こぶし）

広渡・宍戸 赤津・小杉 上杉・中村

（フリー） （ウェルカム） （かたくり）

春藤・金井 沢崎・成田 福山・佐藤 松本・池田

（井　草） （井　草） （高野台） （かたくり）

永川・田中 服部・深町 白川・小山

（ウェルカム） （桑　門） （早　宮）

小口・村井 田口・目崎 竹松・田淵

（八坂/桐の花） （開四/桐の花） （大南/ウェル）

舟崎・圷 立石・生田 鈴木・昆 内藤・矢内

（石神井台/桑門） （かたくり） （かたくり） （かたくり）

野島・佐々木 岩田・山口 小沼・小林

（いずみ） （いずみ/石神井台） （石神井台）

12 土 合同練習会 豊玉中

20 日
都民大会2次予選

＆
豊玉中

26 土 合同合宿 岩井

17 土 春期テニス教室 豊玉中

24 土 合同練習会 豊玉中

72 男　子 大泉庭球会 ウェルカムB ウェルカムC

84 女　子 C　F　会 ウェルカム 井　草 開　四

24 シニア男子 桑　門　A 桑　門　B かたくり

男　子

女　子

3 日 合同練習会 豊玉中

関口・中山 坂本・呑海 中川・飯田 大谷・米山

（ウェルカム） （WSTC) （井　草） （ウェルカム）

堀口・川畑 西本・小井戸 春藤・金井 萩原・永井

（ウェルカム） （ウェルカム） （井　草） （WSTC)

田淵・加藤 永川・田中 上杉・中村 伊藤・百丈

（ウェル/井草） （ウェルカム） （かたくり） （こぶし）

小林・田淵 田口・目崎 吉井・鈴木 篠原・仲原

（ウェルカム） （開四/練レ） （とよたま） （八　坂）

舟崎・圷 石川・深町 大岩・西貝

（石神井台/桑門） （桑　門） （白飛会）

青木・榎本 山本・長野 野島・佐々木

（開　四） （開　四） （練　レ）

矢沢・飯島 吉野・平野 横山・徳田

（桑　門） （桑　門） （かたくり）

進藤・小川 小林・若松 山口・昆

（練レ/開四） （石神井台） （開四/練レ）

優勝

黄チーム

準優勝

紫チーム
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３　位
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18 日 都民大会１次予選高野台、豊玉中

11 一般男子

6 一般女子

4 成年男子

14 成年女子

9 シニア１部男子

18 シニア１部女子

8 シニア２部男子

18 シニア２部女子

16 水 西武沿線女子団体 所沢北野

Aチーム 予選2位　　堀口・川畑、春藤・金井、沢崎・小林、竹松・目崎、田口・田淵

Bチーム 予選4位　　福山・佐藤、吉井・鈴木、岩井・佐藤、岩田・山口、青き・榎本

4/26-29     約４０名参加
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　17日、24日、31日の３回実施(5/10雨）

5/12雨の為

18 日 連盟杯団体男女 土支田

11 日 都民体育大会

有　明 2回戦敗退　浦・平野、芳川・安岡、杉山・堀口、桑田・赤津、田淵、加藤

小金井 3回戦敗退　堀口・川畑、春藤・金井、小口・田淵

6
15 日 連盟杯個人男女 土支田

32 一般男子

34 一般女子

26 成年男子

14 成年女子

14 シニア男子１

16 シニア女子１

8 シニア男子２

8 シニア女子２
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13 日 交流大会

27 日 城北５区親善大会

土支田 60

徳永・加藤、田中・柴田、小林・山口、竹松・鈴木、坂本・呑海

舟崎・圷、青木・山瀬、小浜・五味、大矢・佐生、浜田・四位

豊島　三芳 90

（男子）　関口・中山/山川、坂本・呑海、大谷、米山、浜田・赤津、田淵・加藤

服部・深町　　（女子）　沢崎・川畑、鷲谷、斉藤、春藤・金井

優勝
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春藤・若月 友野・荒川 峰本・岡本 佐藤・藤城

（光ニ/開一） （光　二） （中　村） （武　蔵）

川俣・金田 五月女・茂木 青木・近江 樋口・中野

（開　一） （開　一） （光　二） （旭　丘）

関口・中山 坂本・呑海 大谷・米山 小山・千葉

（ウェルカム） （WSTC) （ウェルカム） （ウェルカム）

春藤・金井 萩原・佐藤 西本・小井戸 沢崎・川畑

（井　草） （WSTC/練レ) （ウェルカム） （井草/ウェル）

赤津/伊藤 上杉・中村 青木・藤岡 小宮・勝矢

（ウェルカム） （かたくり） （早宮/井草） （早　宮）

田口・目崎 吉井・鈴木 岩井・太田

（開四/練レ） （とよたま） （練レ/かたくり）

石川・深町 舟崎・圷 鈴木・生田 森・酒井

（桑　門） （石神井台/桑門） （かたくり） （ホワイト）

津本・宇多川 青木・榎本 小口・三野 岩田・山口

（練　レ） （開　四） （八坂/とよたま） （練レ/石神井台）

低学年男子 高井・小川 西田・山田 加瀬・桜井

（小竹小） （高松小） （高松小）

低学年女子 小松崎・五十嵐 大久保・保谷 小松崎・高山

（高松小） （ベルデ） （高松小）

高学年男子 佐藤・渋谷 桜井・佐々木 田頭・渋谷

（小竹小） （高松小） （高松小）

高学年女子 上野・小松崎 橋本・宮川 原・宮島

（高松小） （練馬ジュニア） （練馬ジュニア）

関口・中山 辺見・山川 本間・伊藤 不破・菅野

（ウェルカム） （ウェルカム） （こぶし） （かたくり）

春藤・金井 沢崎・林田 萩原・川瀬 岡・小井戸

（井草） （井草） （WSTC)] （ウェルカム）

田淵・加藤 青木・村田 池田・田中

（ウェル/井草） （早宮） （ウェルカム）

竹松・津本 青木・宇多川 田口・目崎 篠原・仲原

（大南） （開四/いずみ） （開四/桐の花） （八坂）

服部・深町 舟崎・圷 矢沢・高橋 小川・加藤

（桑　門） （石神井台/桑門） （桑門） （豊中）

小口・佐々木 山本・藤田 秋山・鈴木 進藤・小川

（八坂/いずみ） （開四） （高野台） （高野台/開四）
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ウェルマムB ウェルカムC

84 女　子 井草 WSTC とよたま 開四A

78 男　子 ウェルカムA WSTC
7 日 区民体育大会団体 土支田
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10 日 会長杯大会

中学男子

14 中学女子

12 一般男子

小竹小ソフトテニス 練馬ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ

18 小学女子団体 高松小ジュニア 練馬ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ 小竹小ソフトテニス

24 小学男子団体 高松小ジュニア

12 一般女子

14 成年男子

6 成年女子

12 壮年男子

12 壮年女子

9 土 都民生涯スポーツ大会 小金井 予選敗退

高野台

12

　45以上男　田淵・池田、45以上女　小林・田淵、60以上男　舟崎・小林

6 土 小学生大会個人 高野台
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24

22

20

14 日 合同練習会 豊玉中 30 約30名の人が参加。一般と代表選手に別れ練習を行った

17 水 西武沿線女子団体 所沢北野
Aチーム準優勝ﾒﾝﾊﾞｰ：沢崎・林田、春藤・川畑、吉井・鈴木、竹松・目崎、田口・田淵

Bﾁｰﾑ予選敗退ﾒﾝﾊﾞｰ：小浜・河合、岩井・佐藤、三野・山瀬、岩田・山口、青木・佐々木

21 日 区民体育大会個人 土支田

38 一般男子

34 一般女子

22 成年男子

14 成年女子

16 壮年男子

14 壮年女子
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7 水 全東京ママさん大会

25 土 支部対抗大会

有　明 Aチーム　決勝トーナメント1回戦敗退　Bチーム　予選敗退

有　明
準優勝 男子；　一般　坂本・呑海　成年　浜田・安岡　シニア45　田淵・加藤　シニア

青木・藤岡　女子；一般　川畑・沢崎　成年　春藤・金井　シニア45　小林・田淵

26 日 西武沿線男子団体 所沢北野
Aチーム優勝

Bﾁｰﾑ予選3位

ﾒﾝﾊﾞｰ：　坂本・呑海、岡村・堀口、島村・赤津、田淵・加藤、服部・深町

ﾒﾝﾊﾞｰ：小山・浦、小田・伊藤、田中・池田、青木・藤岡、舟崎・圷
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秋季テニス教室 高野台

合同練習会 高野台

優勝

藤チーム

準優勝

緑チーム

2月6、13、20､27、 3月6日の5回実施

2 日11

30 日

インドアテニス教室 谷原体育館

所沢北野

Aチーム優勝 ﾒﾝﾊﾞｰ：　大谷・米山、浜田・本間、山口・赤津、田淵・加藤、服部・深町

Bﾁｰﾑ予選3位 ﾒﾝﾊﾞｰ：滝沢・篠田、吉川・矢口、田中・村田、青木・百丈、小杉・圷
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2009年

2 6 金

3 20 日 西武沿線男子団体

ミックス大会

岩井・岩井、小林・戸崎、沢崎・赤津、矢沢・榎本、吉永・

２日、９日、１６日の３回実施

約３０名が参加

土支田

川上・宇多川、生田・池田、福山・福山、神島、山口、青木・秋本

90


