
2021/1/26

岸和田市テニス連盟　MIXダブルス_ドロー

必ず下記の文書を読みドローを御確認ください

（非常事態宣言が解除された場合も以下の対策を行います）

・無観客とする。テニスコートの外側のネット周辺での観戦も禁止します。

・集合時間の１時間前より早く集合しないようにお願いします。

・試合が終了し次第テニスコートを離れる。（残っての観戦は禁止します）

・本部・受付をコートの外側に設置し、試合中、控え選手以外は中に入れません。

※

集合時間 C級

1Rに試合のある選手 8:30

2Rからの選手 10:00

B級

１Rに試合のある選手 11:00

2Rからの選手 12:00

初心者級 11:00

全員

A級

1Rに試合のある選手 12:30

2Rからの選手 13:00

※ 上記の集合時間にエントリーできなければ失格になります。

テニスコート横の駐車場が満車となる場合が多々ありますのでご注意ください。

MIXダブルスの開催にあたり非常事態宣言が発出されているため

当初の感染対策に加え以下を追加します。

MIXダブルスは2021年2月14日開催で、3月7日を予備日としていますが、予備日は雨の場合のみで、

午後5時までに試合が終了しなかった場合は、残ったチームで日程を調整します。



A級

亀井 博和 IF

中山 麻紀 A・CUBE

廣田 洋平 在学

廣田 美枝 フリー

菊地 健太郎 Ｔ.Ｔ.Ｔ

福島 実穂 Ｔ.Ｔ.Ｔ

佐藤 魁 Ｔ.Ｔ.Ｔ

中谷 琴乃 Ｔ.Ｔ.Ｔ

金森 勝次 ＡＴＫ

源 香子 ATK

藤田 成州 Ｔ.Ｔ.Ｔ

國瀬 舞 Ｔ.Ｔ.Ｔ

吉村 拓己 IF

吉野 恵 在住
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B級

扇本 健彦 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞ-ｸﾞﾙ

松井 由香 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞ-ｸﾞﾙ

石川 健太 IF

河野 こころ イッシー団

津末 敏明 粋粋テニスクラブB

大原 紅葉 粋粋テニスクラブB

角谷 当弘 Ｔ.Ｔ.Ｔ

水野 美絵 Ｔ.Ｔ.Ｔ

小山 誠 A・CUBE

山本 みゆき A・CUBE

山本 浩司 STEP UP

浜上 彩子 STEP UP

深井 敏治 フリー

金津 京子 在住

工藤 洋一 ATK

岡田 みゆき IF

末永 秀彦 フリー

牧内 由佳 フリー

氏浦 秀樹 ＡＴＫ

門林 美佐子 ＡＴＫ

荒川 芳弘 テニスDo

野村 綾乃 テニスDo

高地 満 IF

古屋 桂子 フリー
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初心者

森井 昭寿 渋田 誠 櫛本 隆志

森井 絵里 角谷 真知子 櫛本 幸江

森井 昭寿 在住

森井 絵里 在住

渋田 誠 粋粋テニスクラブA

角谷 真知子 粋粋テニスクラブA

櫛本 隆志 A・CUBE

櫛本 幸江 A・CUBE

勝敗 順位
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C級

藤田 教幸 FC岸和田 松岡 真也 A・CUBE

中嶋 涼子 FC岸和田 松岡 祐子 A・CUBE

玉井 哲弥 Team Laurel 本嶋 秀明 イッシー団

山野 登史子 Team Laurel 諏訪本 紗衣 在住

藤原 秀太 イッシー団 麻生 泰之 イッシー団

中井 一見 イッシー団 梅田 慎子 メドローア

澤 浩義 Team Laurel 佐納 正人 A・CUBE

三原 秀代 Team Laurel 田辺 和美 野田チャンコ

仲北 幸照 IF 西田 時雄 淡水パール

大谷 年子 IF 西田 美代子 淡水パール

河野 篤司 C-SQUARE

高倉 裕子 C-SQUARE

三宅 正治 Team Laurel 目﨑 丈統 ＡＴＫ

飴村 郁子 Team Laurel 目﨑 由貴 ＡＴＫ

細川 正信 ホリゾン 宮本 初二 Team Laurel

細川 みつ子 ホリゾン 阪東 真知子 A・CUBE

村田 修市 A・CUBE 正岡 成泰 C-SQUARE

村松 比呂子 A・CUBE 正岡 定代 C-SQUARE

関矢 敏博 A・CUBE 作本 将彦 IF

広瀬 規差子 A・CUBE 田中 加津美 IF

堀川 康弘 粋粋テニスクラブB 泉谷 広宣 イッシー団

宮崎 美砂 粋粋テニスクラブB 寺井 寿子 イッシー団

出島 邦久 Team Laurel 石田 正彦 粋粋テニスクラブA

出島 彩加 Team Laurel 中川 裕子 粋粋テニスクラブB

河良 汰郎 イッシー団

木原 良子 メドローア

小林 篤史 ＡＴＫ 船富 健二 A・CUBE

伊丹 優子 ＡＴＫ 多胡 ひとみ A・CUBE
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