
坂出市テニス協会会員各位

第32回市長杯大会開催について

坂出市テニス協会

会長　大福　義一

表記の件につき、下記の通り開催致しますので多数参加されますようご案内申し上げます。

記

１．大会名　第32回市長杯大会

２．日　程　：　一般シングルス・・・令和3年6月6日（日）  8：30～
                   45才、55才、女子シングルス・・・令和3年6月13日（日）  8：30～
                   男女ダブルス・・・令和3年6月20日（日）  8：30～
                   予備日     令和3年6月27日(日)、7月22日（木）
　　　（但し、参加数によって、運営委員会において日程変更することもある。）

３．場　所　：　坂出市市営テニスコ－ト（砂入り人工芝４面）
但し、参加數が多い場合は、他のコ－トを利用することもある。

４．種　目　：　一般男女・４５才以上・５５才以上各シングルス、ダブルス
　　４５才クラス昭和５１年１２月３１日以前出生の者
　　５５才クラス昭和４１年１２月３１日以前出生の者
　　　（但し、参加数及び過去の成績等によって、運営委員会においてクラス変更することもある。また、参加
人員２名以下の場合、上のクラスに繰り上げることもある）

５．参加資格　：　坂出市テニス協会加盟団体に所属する者、住所または勤務先が坂出市内である者
                   上記以外で参加される方は個人参加となり、参加料が変わります。

６．参加料　：　シングルス          １，５００円 （個人参加の場合は２，０００円）

７、参加申込み　：　令和3年5月17日（月）までに、大会運営委員会事務局まで、郵送・ＦＡＸにて申し込んで
                         下さい。
〒７６２－００３１　坂出市文京町２－４－９　　　後藤　英文方　　坂出市テニス協会大会運営委員会
　　　　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０８７７－４６－４０８８　　　　　　　ｅ-ｍａｉｌ　hidefumi.gotou@gmail.com

＜　大会参加料について＞
坂出市テニス協会加盟団体・・・当日受付時に、大会本部に納めて下さい
個人参加の場合・・・下記まで振込お願い致します（手数料かかる場合も自己負担でお願い致します）
振込先：ゆうちょ銀行 【店名】六三八（読み：ロクサンハチ） 【店番】638 普通預金口座 【口座番号】１２９５１５３１
振込期限：令和3年5月19日（水）まで

８、大会運営担当クラブ　：YKKAP四国・高松信金・三菱ｹﾐｶﾙ・TIEZ・協同食品・ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ

９、　その他
①試合は、全て6ゲームマッチとする。（但し、参加数によりドロー会において変更することもある）
②服装は、テニスにふさわしい服装とする。
③審判は相互審判とする。
④大会期間中におけるいかなる場所・いかなる病気・事故についても協会及び大会本部は一切責任を
  負いませんので、参加者には十分注意をするように周知して下さい。
⑤ドロー会は下記の通り行ないますので、万障繰り合わせの上で参加して下さい。
  運営担当に当たっているクラブは、必ず１名参加して下さい。
日時：令和3年5月22日（土） 午後5：30 ～
場所：テニスショップローランギャロ（４６－４０８８）



NO 団体名 性別 種目 クラス 氏名1 氏名2 エントリー数
1 フリー 女子 シングルス 一般 兼平京子
2 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 河野康子
3 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 今井直子 3
4 ローランギャロ 女子 ダブルス 45才 平尾真理 糸目和美
5 ローランギャロ 女子 ダブルス 45才 井出綾香 瀬尾真紀
6 フリー 女子 ダブルス 45才 多田和恵 天童祥子
7 フリー 女子 ダブルス 45才 山内真理子 松井淳子 4
8 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 高島緑 高橋保江
9 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 久保佳代 原田千晶
10 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 鵜川京子 堀有希
11 フリー 女子 ダブルス 一般 松原由香理 渡邊彩
12 フリー 女子 ダブルス 一般 岸本秀美 向山慶子 5
13 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 岡本泰範
14 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 山下智洋
15 フリー 男子 シングルス 45才 豆山昌孝
16 フリー 男子 シングルス 45才 西岡弘幸
17 フリー 男子 シングルス 45才 犬伏大地
18 TIEZ 男子 シングルス 45才 荻田浩城 6
19 三菱ケミカル 男子 シングルス 55才 大福
20 三菱ケミカル 男子 シングルス 55才 井
21 ローランギャロ 男子 シングルス 55才 小田原敬
22 ローランギャロ 男子 シングルス 55才 松川精一
23 フリー 男子 シングルス 55才 瀬戸雅一
24 フリー 男子 シングルス 55才 母倉秀敏
25 フリー 男子 シングルス 55才 西岡健治
26 フリー 男子 シングルス 55才 高尾晃仁 8
27 三菱ケミカル 男子 シングルス 一般 加茂
28 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 大久保仁志
29 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 伏木國博
30 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 上杉直幹
31 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 貞広準也
32 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 岡本泰範
33 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 葛西亨平
34 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 中井久勝
35 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 谷卓憲
36 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 塩崎竜也
37 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 今井直明
38 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 小田原敬
39 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 高田晴貴
40 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 倉本晄空
41 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 香川直也
42 フリー 男子 シングルス 一般 寺岡祐輝
43 フリー 男子 シングルス 一般 豆山昌孝
44 フリー 男子 シングルス 一般 中井理久
45 フリー 男子 シングルス 一般 香川荘太
46 フリー 男子 シングルス 一般 竹崎孝二
47 フリー 男子 シングルス 一般 藤岡卓也
48 フリー 男子 シングルス 一般 井上清麻
49 フリー 男子 シングルス 一般 上山友葵
50 フリー 男子 シングルス 一般 寺田圭佑
51 高松信金 男子 シングルス 一般 三原敬介
52 SFTC 男子 シングルス 一般 谷岡伸浩 26
53 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 岡本泰範 丸山徹
54 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 後藤英一郎 土居佳暉
55 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 大林歩夢 新野幹人
56 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 中井久勝 葛西亨平
57 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 谷健一郎 貞広準也
58 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 今井直明 今井直理



59 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 岡田哲也 西岡大
60 フリー 男子 ダブルス 一般 坂出光基 沈洸澐
61 フリー 男子 ダブルス 一般 朝比奈海斗 石川翔
62 フリー 男子 ダブルス 一般 鶴井大己 六車悠平
63 フリー 男子 ダブルス 一般 中井理久 池恭平
64 フリー 男子 ダブルス 一般 寺田佳祐 上山友葵
65 フリー 男子 ダブルス 一般 田仲昌隆 多田雅彦
66 三菱ケミカル 男子 ダブルス 一般 宇都宮 加茂
67 三菱ケミカル 男子 ダブルス 一般 長田 大福
68 SFTC 男子 ダブルス 一般 三木宏隆 野村佳輝 16
69
70


