
2020年11月15日

岸和田市民大会　テニスの部　秋

男子ダブルス　一般・壮年結果
2020年11月15日(日)　開催

※今年度より優勝・準優勝者は
   岸和田市テニス連盟の試合参加は次回大会よりクラスが上がります。



男子A級

優勝 準優勝

原田 凌岐 ホリゾン 林 祐太 ホリゾン

頓宮 勝利 ホリゾン 辰巳 仁彦 ホリゾン

3位 3位

坂 将之 FC岸和田 橋本 浩至 フリー

小西 純平 FC岸和田 森 祐也 フリー

2020年11月15日

2020年度　第63回岸和田市民大会　秋の部　男子一般壮年結果



男子B級

優勝 準優勝

土屋 幸雄 A・CUBE 竹川 史朗 A・CUBE

前澤 茂範 A・CUBE 尾嵜 健人 A・CUBE

3位 3位

栗木 周史 ホリゾン 吉田 晟啓 岸和田産業

松井 康行 ホリゾン 松熊 喜生 岸和田産業



男子C級

優勝 準優勝

吉内 哲也 A・CUBE 川端 十平次 粋粋テニスクラブ

外浜 利次 A・CUBE 仲田 直樹 粋粋テニスクラブ

3位 3位

船富 健二 A・CUBE 石川 健太 IF

定 勝彦 A・CUBE 春木 俊人 在住

NO PHOTO



男子45歳級

優勝 準優勝

今井 淳 全星薬品工業テニス部 武藤 太 フリー

荒川 芳弘　 TennisDo 坂井 広一郎 フリー

3位

奥野 信雄 TennisDo

中原 芳法 TennisDo



男子55歳級

優勝 準優勝

金森 勝次 ＡＴＫ 岩原 清昭 teamPALLET

鬼頭 ひろ志 ＡＴＫ 工藤 洋一 ＡＴＫ

3位 3位

小末 春彦 IF 小山 三智浩 STEP　ＵＰ

中筋 弘道 IF 玉村　 勝 STEP　ＵＰ

NO PHOTO



男子65歳級

優勝 準優勝

田村 光庸 フリー 廣岡 知之 FC岸和田
和田 隆文 フリー 廣瀬 均 FC岸和田

3位 3位

瀬川 武志 粋粋テニスクラブ 氏浦 秀樹 ＡＴＫ
石田 正彦 粋粋テニスクラブ 難波 登 ＡＴＫ

NO PHOTO



原田 凌岐 ホリゾン

頓宮 勝利 ホリゾン

五十川 大介 FC岸和田 60

岡村 学 FC岸和田 64

吉村 卓 FC岸和田

高地 満 IF

原 海渡 ホリゾン 60

澁谷 政嘉 ホリゾン

板原 直人 フリー 62

田中 翔馬 フリー

坂 将之 FC岸和田

小西 純平 FC岸和田

橋本 浩至 フリー 62

森 祐也 フリー

吉内 賢汰 A・CUBE 64

八塚 新平 A・CUBE

東野  剛次 IF 63

藤本 鉄矢 IF

釜野 健太郎 フリー

前原 耀太 フリー 64

田中 和也 IF w.o

亀井 博和 IF

林 祐太 ホリゾン 61

辰巳 仁彦 ホリゾン

9

10

11

12

4

5

6

7

8

一般男子ダブルス　A級　　決勝トーナメント
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小笠原 侑京 在住

廣田 洋平 在学

高橋 瑶 ＡＴＫ 63

畑中 優作 ＡＴＫ

竹川 史朗 A・CUBE 63

尾嵜 健人 A・CUBE

栗木 周史 ホリゾン 63

松井 康行 ホリゾン

西山 徹 在住 64

西津 敏之 在住

田所 哲男 DASHｰ400 61

大住 慎也 DASHｰ400

佐藤 圭介 DASHｰ400

浦西 正美 DASHｰ400

土屋 幸雄 A・CUBE 61

前澤 茂範 A・CUBE

東 正英 DASHｰ400 61

中川 茂一 DASHｰ400

水本 雄二 ホリゾン

鹿野 賢 ホリゾン 61

吉田 晟啓 岸和田産業 w.o

松熊 喜生 岸和田産業

辻野 登悟 岸和田産業 64

坂田 遠也 岸和田産業

65
(6)

一般男子ダブルス　B級　　決勝トーナメント

12時00分　集合
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小出 克己 C-SQUARE 麻生 泰之 メドローア

河野 篤司 C-SQUARE 河 良汰郎 メドローア

目﨑 丈統 ＡＴＫ 63 63 佃 和益 ホリゾン

菅 誉充 ＡＴＫ 細川 正信 ホリゾン

澤 浩義 Team Laurel 63 61 石川 健太 IF

三宅 正治 Team Laurel 春木 俊人 在住

小谷 正憲 在住 64 64 山本 英文 Team Laurel

宮本 初二 Team Laurel 出島 邦久 Team Laurel

w.o 小渕 正人 粋粋テニスクラブ

廣田 均 粋粋テニスクラブ

船富 健二 A・CUBE 63 62 水田 保孝 TennisDo

定 勝彦 A・CUBE 山本 照次 TennisDo

松田 義則 全星薬品工業テニス部 小川 琢也 粋粋テニスクラブ

井上 修平 全星薬品工業テニス部 松谷 英史 粋粋テニスクラブ

南 康弘 ＡＴＫ 62 62 久保田 年輝 全星薬品工業テニス部

糸生 弘信 ＡＴＫ 伊藤 直之 全星薬品工業テニス部

氷見 諭史 DASHｰ400 60 川端 十平次 粋粋テニスクラブ

中島 恭三 DASHｰ400 仲田 直樹 粋粋テニスクラブ

石井 鉄也 ホリゾン 小林 篤史 ＡＴＫ

西田 武史 ホリゾン 60 60 辰村 利幸 ＡＴＫ

吉内 哲也 A・CUBE 62 64 向井 秀樹 A・CUBE

外浜 利次 A・CUBE 岩崎 大二郎 A・CUBE

田尻 智哉 TennisDo w.o 61 尾崎 英樹 STEP ＵＰ

薮田 政生 TennisDo 小原 彰夫 STEP ＵＰ
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一般男子ダブルス　C級　　決勝トーナメント

8時30分　集合
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男子45歳リーグ戦

奥野 信雄 TennisDo 今井 淳 全星薬品工業テニス部 武藤 太 フリー

中原 芳法 TennisDo 荒川 芳弘　 TennisDo 坂井 広一郎 フリー

奥野 信雄 TennisDo

中原 芳法 TennisDo

今井 淳 全星薬品工業テニス部

荒川 芳弘　 TennisDo

武藤 太 フリー

坂井 広一郎 フリー

順位決め　① 勝ち数

② 得ゲーム数 少ないチームは脱落

③ 失ゲーム数 少ないチームは脱落

④ 得失ゲーム数

⑤ 上記で優勝決定しない場合、3チームで7ポイントタイブレークのリーグ戦

2チームの場合は7ポイントタイブレーク
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対戦順　[第1試合]　1×2　　　  [第2試合]　第1試合負×3 　　　[第3試合]　第1試合勝×3　
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金森 勝次 ＡＴＫ

鬼頭 ひろ志 ＡＴＫ

小末 春彦 IF

中筋 弘道 IF

多田 茂一 ＡＴＫ 61

奥村 恭治 ＡＴＫ 62

小山 三智浩 STEP　ＵＰ

玉村　 勝 STEP　ＵＰ

岩原 清昭 teamPALLET

工藤 洋一 ＡＴＫ
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一般男子ダブルス　55歳級　　決勝トーナメント

13時30分　集合
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廣岡 知之 FC岸和田

廣瀬 均 FC岸和田

瀬川 武志 粋粋テニスクラブ 61

石田 正彦 粋粋テニスクラブ

氏浦 秀樹 ＡＴＫ 62

難波 登 ＡＴＫ

田村 光庸 フリー

和田 隆文 フリー
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一般男子ダブルス　65歳級　　決勝トーナメント

13時30分　集合
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種　　　目 男子ダブルス

日　　　程 令和　2年11月15日（日） 予備日　12月 ６日（日）

集合時間 A　　　　級 10:30
B　　　　級 12:00
C　　　　級 8:30
45　　　歳 13:00
55　　　歳 13:30
65　　　歳 13:30

場　　　所 岸和田市　まなび中央公園テニスコート(砂入り人工芝5面)

主　　　催 NPO法人　岸和田市スポーツ協会
岸和田市教育委員会

主　　　管 岸和田市テニス連盟
　
大会役員 大会会長 廣岡　知之

運営委員長 渡邊　黎子
レフェリー 伊藤　祥

使 用 球 全クラス　3位まで表彰

表　　　彰 全て3位まで表彰

商　　　品 A級 優勝・準優勝
B級 優勝・準優勝
C級 優勝・準優勝・3位
45歳 優勝
55歳 優勝
65歳 優勝

試合方法 トーナメント

6ゲーム先取（5-5で7ﾎﾟｲﾝﾄ先取ﾀｲﾌﾞﾚｲｸ）ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞｽｺｱﾘﾝｸﾞ方式
※但し、試合の進行状況や天候により、試合方法を変更する場合があります。

大会連絡先 080-8514-6336 岸和田市テニス連盟　大会事務局
雨天緊急連絡先 同上

第63回　岸和田市民大会　-秋の部-　テニス

男子一般・年齢別ダブルス大会


