
【開催日】平成24年2月26（日）　12:00～17:00

【開催会場】鴻巣市天神テニスコート

【主管】鴻巣パンジーテニススポーツ少年団

栗橋ソフトテニスジュニアクラブ

鴻巣パンジーテニススポーツ少年団

交流練習試合

（地域交流親善試合）
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交流練習試合（地域交流親善試合）要綱交流練習試合（地域交流親善試合）要綱交流練習試合（地域交流親善試合）要綱交流練習試合（地域交流親善試合）要綱

１．目的

当該交流練習試合（地域交流親善試合）は埼玉県小学生ソフトテニス連盟に所属する両クラ

ブの少年少女たち（久喜市及び鴻巣市）が一同に会し、ソフトテニスの試合を通じて、少年少女

クラブ員相互の親善と交流を行うこと及び指導員相互の指導力の高揚を図り、少年少女クラブ

員の健全育成を図ることを目的とし、且つ埼玉県小学生ソフトテニス連盟活動の発展に寄与す

る。

２．日時

平成24年2月26日（日） 12:00～17:00

３．会場

鴻巣市天神テニスコート（第1～4コート）

４．スケジュール

12:00～ 開会式（第3コート）

12:10～12:30 ウォーミングアップ練習（第3、4コートにて合同で実施）

12:30～16:50 練習試合 A：第1コート B：第2コート C：第3コート D：第4コート

16:50～ コート整備

17:00 閉会式（第3コート）

５．開会式次第 （司会：鴻巣パンジー指導者代表 南 孝一）

１）クラブ員･指導員･母集団（父兄）整列

２）開会宣言 （鴻巣パンジー 指導員 仲田浩二）

３）挨拶（栗橋ジュニア代表 埼玉県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟理事 古園正博様 鴻巣パンジー代

表 高橋洋明）

４）競技説明 （鴻巣パンジー指導員 埼玉県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟理事 松井茂樹）

①試合は3ゲーム消化マッチで実施致します。3ゲーム目は4ポイント先取（Deuceはあり）、

チェンジサイズ及びチェンジサービスはなしとします。

②トスは全てコート上で行います。進行に応じ待機する様にして下さい。

③第1試合の審判は鴻巣パンジーの団員が行います。以降の試合は相互審判で御願いし

ます。ゲームの進行に支障を来たさない様に各クラブの指導員がサポートして下さい。正審の

ジャッジは絶対です。確認は認めますが、クレームは一切認めません。正審は自信を持って

ジャッジし、大きな声ではっきりコールして下さい。

④試合前の乱打はありませんので、速やかに試合を始めて下さい。

⑤ベンチサイドは栗橋ジュニアが東側、鴻巣パンジーが西側と致します。

⑥終了したジャッジペーパーは勝ち選手が試合進行席まで持参して下さい。

⑦コートチェンジの際、またはボールを拾いに行く時は、駆け足でお願いします。

⑧試合中に指導員による助言を認めますが、可能な限り手短にお願いします。

⑨選手はマナー正しく、また集中力を持って競技して下さい。試合に出場していない時には、

出場している選手をきちんと応援して下さい。テニスを愛好する仲間としてのマナーです。

６．閉会式次第 （司会：鴻巣パンジー指導者代表 南 孝一）

１）クラブ員･指導員･母集団（父兄）整列

２）講評 （栗橋ジュニア代表 埼玉県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟理事 古園正博様 鴻巣パンジー

指導員 鴻巣市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｿﾌﾄﾃﾆｽ部会長 小林勝利）

３）謝辞 （鴻巣パンジー 平成24年度母集団長 南 真美）



日時：平成24年2月26日　12:00～17:00

場所：鴻巣天神テニスコート

AグループAグループAグループAグループ BグループBグループBグループBグループ

男子 学年 女子 学年 男子 学年 女子 学年

1 津田晃大 6年 川端ちはる 6年 1 榎本宗一郎 6年 藤田早紀 6年

2 里方俊貴 6年 幡谷優香 6年 2 山崎哲 6年 山下楠美子 6年

3 上田樹 6年 平井美香 6年 3 榎本凜 5年 鈴木咲 5年

4 内田裕樹 6年 田島未夢 6年 4 武内秀斗 5年 知久菜々子 5年

5 幡谷康平 3年 5 四釜琴音 5年

6 上田聖 3年 6 小林結希乃 5年

1 松井大知 6年 松井玲奈 5年 1 横田和明 5年 宮内杏実 6年

2 小林泰智 5年 南 歩果 5年 2 馬橋佑輔 5年 渡辺真優 6年

3 宮下皓志 5年 大塚美穂 5年 3 南 佳希 5年 冨永麻矢 4年

4 桜井翔悟 5年 4 野口滉太 5年

CグループCグループCグループCグループ DグループDグループDグループDグループ

男子 学年 女子 学年 男子 学年 女子 学年

1 石川哲平 3年 工藤愛恵 6年 1 飯塚朝陽 3年 佐伯沙夏 4年

2 丸山楽登 3年 山下楓美子 6年 2 榎本和真 3年 飯塚悦子 4年

3 朝倉大貴 6年 今村雛乃 5年 3 山崎裕太 2年 朝倉綾音 4年

4 岡山凌大 6年 石島沙里奈 5年 4 渡辺唯斗 2年 唐津芽衣 4年

5 倉持亮 5年 5 岩渕楓花 3年

6 直井工 5年 6 渡辺彩花 3年

1 高野海宙 4年 久保田愛美 4年 1 佐藤 倫 4年

2 茂木力輝 4年 島田久留美 4年 2 野口なつき 3年

3 西山海音 5年 3 細野愛夏 4年

4 仲田真理愛 5年 4 横田彩花 3年

5 小林 周 5年 5 黒沢優花 3年

6 鵜沢彩香 5年 6 坪井美羽 3年

7 高橋シエロ 3年

8 渡辺千紗 3年

栗橋ソフトテニスジュニア 栗橋ソフトテニスジュニア
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交流練習試合（地域交流親善試合）メンバー表交流練習試合（地域交流親善試合）メンバー表交流練習試合（地域交流親善試合）メンバー表交流練習試合（地域交流親善試合）メンバー表

鴻巣パンジーテニス 鴻巣パンジーテニス

鴻巣パンジーテニス 鴻巣パンジーテニス

栗橋ソフトテニスジュニア 栗橋ソフトテニスジュニア



試合No No. No.

第1試合 101 津田晃大・里方俊貴 栗橋
-

151 松井大知・小林泰智 鴻巣

第2試合 102 上田樹・内田裕樹 栗橋
-

155 松井玲奈・南 歩果 鴻巣

第3試合 103 幡谷康平・上田聖 栗橋
-

152 桜井翔悟・宮下皓志 鴻巣

第4試合 104 川端ちはる・幡谷優香 栗橋
-

157 大塚美穂・南 歩果 鴻巣

第5試合 105 平井美香・田島未夢 栗橋
-

156 松井玲奈・大塚美穂 鴻巣

第6試合 101 津田晃大・里方俊貴 栗橋
-

152 桜井翔悟・宮下皓志 鴻巣

第7試合 102 上田樹・内田裕樹 栗橋
-

151 松井大知・小林泰智 鴻巣

第8試合 103 幡谷康平・上田聖 栗橋
-

157 大塚美穂・南 歩果 鴻巣

第9試合 104 川端ちはる・幡谷優香 栗橋
-

156 松井玲奈・大塚美穂 鴻巣

第10試合 105 平井美香・田島未夢 栗橋
-

153 松井大知・桜井翔悟 鴻巣

第11試合 101 津田晃大・里方俊貴 栗橋
-

154 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

第12試合 102 上田樹・内田裕樹 栗橋
-

153 松井大知・桜井翔悟 鴻巣

第13試合 103 幡谷康平・上田聖 栗橋
-

156 松井玲奈・大塚美穂 鴻巣

第14試合 104 川端ちはる・幡谷優香 栗橋
-

155 松井玲奈・南 歩果 鴻巣

第15試合 105 平井美香・田島未夢 栗橋
-

154 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

第16試合 101 津田晃大・里方俊貴 栗橋
-

157 大塚美穂・南 歩果 鴻巣

第17試合 102 上田樹・内田裕樹 栗橋
-

156 松井玲奈・大塚美穂 鴻巣

第18試合 103 幡谷康平・上田聖 栗橋
-

151 松井大知・小林泰智 鴻巣

第19試合 104 川端ちはる・幡谷優香 栗橋
-

152 桜井翔悟・宮下皓志 鴻巣

第20試合 105 平井美香・田島未夢 栗橋
-

153 松井大知・桜井翔悟 鴻巣

第21試合 101 津田晃大・里方俊貴 栗橋
-

155 松井玲奈・南 歩果 鴻巣

第22試合 102 上田樹・内田裕樹 栗橋
-

154 宮下皓志・小林泰智 鴻巣

第23試合 103 幡谷康平・上田聖 栗橋
-

157 大塚美穂・南 歩果 鴻巣

第24試合 104 川端ちはる・幡谷優香 栗橋
-

151 松井大知・小林泰智 鴻巣

第25試合 105 平井美香・田島未夢 栗橋
-

152 桜井翔悟・宮下皓志 鴻巣

選手名　所属対戦結果選手名　所属

Aクラスの対戦表



試合No No. No.

第1試合 201 榎本宗一郎・山崎哲 栗橋
-

251 横田和明・南 佳希 鴻巣

第2試合 202 榎本凜・武内秀斗 栗橋
-

252 馬橋佑輔・野口滉太 鴻巣

第3試合 203 藤田早紀・山下楠美子 栗橋
-

255 宮内杏実・渡辺真優 鴻巣

第4試合 204 鈴木咲・知久菜々子 栗橋
-

254 南 佳希・野口滉太 鴻巣

第5試合 205 四釜琴音・小林結希乃 栗橋
-

256 冨永麻矢・宮内杏実 鴻巣

第6試合 201 榎本宗一郎・山崎哲 栗橋
-

252 馬橋佑輔・野口滉太 鴻巣

第7試合 202 榎本凜・武内秀斗 栗橋
-

251 横田和明・南 佳希 鴻巣

第8試合 203 藤田早紀・山下楠美子 栗橋
-

257 渡辺真優・冨永麻矢 鴻巣

第9試合 204 鈴木咲・知久菜々子 栗橋
-

252 馬橋佑輔・野口滉太 鴻巣

第10試合 205 四釜琴音・小林結希乃 栗橋
-

255 宮内杏実・渡辺真優 鴻巣

第11試合 201 榎本宗一郎・山崎哲 栗橋
-

256 冨永麻矢・宮内杏実 鴻巣

第12試合 202 榎本凜・武内秀斗 栗橋
-

253 横田和明・馬橋佑輔 鴻巣

第13試合 203 藤田早紀・山下楠美子 栗橋
-

256 冨永麻矢・宮内杏実 鴻巣

第14試合 204 鈴木咲・知久菜々子 栗橋
-

253 横田和明・馬橋佑輔 鴻巣

第15試合 205 四釜琴音・小林結希乃 栗橋
-

257 渡辺真優・冨永麻矢 鴻巣

第16試合 201 榎本宗一郎・山崎哲 栗橋
-

253 横田和明・馬橋佑輔 鴻巣

第17試合 202 榎本凜・武内秀斗 栗橋
-

257 渡辺真優・冨永麻矢 鴻巣

第18試合 203 藤田早紀・山下楠美子 栗橋
-

252 馬橋佑輔・野口滉太 鴻巣

第19試合 204 鈴木咲・知久菜々子 栗橋
-

251 横田和明・南 佳希 鴻巣

第20試合 205 四釜琴音・小林結希乃 栗橋
-

254 南 佳希・野口滉太 鴻巣

第21試合 201 榎本宗一郎・山崎哲 栗橋
-

255 宮内杏実・渡辺真優 鴻巣

第22試合 202 榎本凜・武内秀斗 栗橋
-

251 横田和明・南 佳希 鴻巣

第23試合 203 藤田早紀・山下楠美子 栗橋
-

254 南 佳希・野口滉太 鴻巣

第24試合 204 鈴木咲・知久菜々子 栗橋
-

257 渡辺真優・冨永麻矢 鴻巣

第25試合 205 四釜琴音・小林結希乃 栗橋
-

255 宮内杏実・渡辺真優 鴻巣

Bクラスの対戦表

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 301 石川哲平・丸山楽登 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第2試合 302 朝倉大貴・岡山凌大 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第3試合 303 倉持亮・直井工 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第4試合 304 工藤愛恵・山下楓美子 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第5試合 305 今村雛乃・石島沙里奈 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第6試合 301 石川哲平・丸山楽登 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第7試合 302 朝倉大貴・岡山凌大 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第8試合 303 倉持亮・直井工 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第9試合 304 工藤愛恵・山下楓美子 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第10試合 305 今村雛乃・石島沙里奈 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第11試合 301 石川哲平・丸山楽登 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第12試合 302 朝倉大貴・岡山凌大 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第13試合 303 倉持亮・直井工 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第14試合 304 工藤愛恵・山下楓美子 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第15試合 305 今村雛乃・石島沙里奈 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第16試合 301 石川哲平・丸山楽登 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第17試合 302 朝倉大貴・岡山凌大 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第18試合 303 倉持亮・直井工 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第19試合 304 工藤愛恵・山下楓美子 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第20試合 305 今村雛乃・石島沙里奈 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第21試合 301 石川哲平・丸山楽登 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

第22試合 302 朝倉大貴・岡山凌大 栗橋
-

352 久保田愛美・島田久留美 鴻巣

第23試合 303 倉持亮・直井工 栗橋
-

353 西山海音・仲田真理愛 鴻巣

第24試合 304 工藤愛恵・山下楓美子 栗橋
-

354 小林 周・鵜沢彩香 鴻巣

第25試合 305 今村雛乃・石島沙里奈 栗橋
-

351 高野海宙・茂木力輝 鴻巣

Cクラスの対戦表

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属



試合No No. No.

第1試合 401 飯塚朝陽・榎本和真 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第2試合 402 山崎裕太・渡辺唯斗 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第3試合 403 佐伯沙夏・飯塚悦子 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第4試合 404 朝倉綾音・唐津芽衣 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第5試合 405 岩渕楓花・渡辺彩花 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第6試合 401 飯塚朝陽・榎本和真 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第7試合 402 山崎裕太・渡辺唯斗 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第8試合 403 佐伯沙夏・飯塚悦子 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第9試合 404 朝倉綾音・唐津芽衣 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第10試合 405 岩渕楓花・渡辺彩花 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第11試合 401 飯塚朝陽・榎本和真 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第12試合 402 山崎裕太・渡辺唯斗 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第13試合 403 佐伯沙夏・飯塚悦子 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第14試合 404 朝倉綾音・唐津芽衣 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第15試合 405 岩渕楓花・渡辺彩花 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第16試合 401 飯塚朝陽・榎本和真 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第17試合 402 山崎裕太・渡辺唯斗 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第18試合 403 佐伯沙夏・飯塚悦子 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第19試合 404 朝倉綾音・唐津芽衣 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第20試合 405 岩渕楓花・渡辺彩花 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第21試合 401 飯塚朝陽・榎本和真 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

第22試合 402 山崎裕太・渡辺唯斗 栗橋
-

452 細野愛夏・横田彩花 鴻巣

第23試合 403 佐伯沙夏・飯塚悦子 栗橋
-

453 黒沢優花・坪井美羽 鴻巣

第24試合 404 朝倉綾音・唐津芽衣 栗橋
-

454 高橋シエロ・渡辺千紗 鴻巣

第25試合 405 岩渕楓花・渡辺彩花 栗橋
-

451 佐藤 倫・野口なつき 鴻巣

Dクラスの対戦表

選手名　所属 対戦結果 選手名　所属


