
坂出市テニス協会会員各位

第59回福嶋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59回福嶋杯大会

２．日　程　：　シングルス・・・令和4年9月11日（日）・18日（日）  8：30～
                   ダブルス・・・令和4年9月25日（日）  8：30～
                   予備日     令和4年10月2日(日)、10月17日（日）
　　　（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５２年１２月３１日以前出生の者
　　５５才クラス昭和４２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）
               　  ダブルス     1ペア ３，０００円 （個人参加の場合は1ペア４，０００円）

７、参加申込み　：　令和４年８月２２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　sakaide.entry@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

※他金融機関から振り込む場合：【口座番号】１２９５１５３   
振込期限：令和４年８月２４日（水）まで

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

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４年８月２７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 フリー 女子 シングルス 一般 石井　久美子
3 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 河野　康子
4 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 美馬　朱音
5 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 平尾　真理
6 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 今井　直子
7 ローランギャロ 女子 シングルス 一般 津村　千賀子
8 SFTC 女子 シングルス 一般 吉井 8
9 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 平尾 寺田　ゆかり
10 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 糸目　和美 小嶋　奈々
11 SFTC 女子 ダブルス 一般 吉井 山下
12 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 宮下　早百合 佐藤　友愛
13 ローランギャロ 女子 ダブルス 一般 沖元　有紀 津村　千賀子 5
14 フリー 男子 シングルス 45才 西岡　弘幸
15 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 伏木　國博
16 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 荻田　浩城
17 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 小磯　淳一
18 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 宮本　英生
19 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 山下　智洋
20 ローランギャロ 男子 シングルス 45才 犬伏　大地 7
21 三菱ケミカル 男子 シングルス 55才 大福
22 フリー 男子 シングルス 55才 高尾　晃仁
23 フリー 男子 シングルス 55才 西岡　健治
24 フリー 男子 シングルス 55才 母倉　秀敏
25 ローランギャロ 男子 シングルス 55才 岡本　泰範
26 ローランギャロ 男子 シングルス 55才 小田原　敬 6
27 SFTC 男子 シングルス 一般 岡田
28 SFTC 男子 シングルス 一般 香川
29 フリー 男子 シングルス 一般 合田　篤史
30 フリー 男子 シングルス 一般 湯浅　俊直
31 フリー 男子 シングルス 一般 上田　隆弘
32 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 長見　洋二
33 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 伏木　國博
34 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 藤岡　卓也
35 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 荻田　浩城
36 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 岡本　泰範
37 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 西出　昌司
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 大石　大輔
40 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 谷　卓憲
41 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 山下　智洋
42 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 紀伊　翔人
43 ローランギャロ 男子 シングルス 一般 倉本
44 高松信金 男子 シングルス 一般 三原
45 高松信金 男子 シングルス 一般 菰渕 19
46 SFTC 男子 ダブルス 一般 岡田 眞鍋
47 SFTC 男子 ダブルス 一般 香川 中西
48 SFTC 男子 ダブルス 一般 貴田 谷岡
49 フリー 男子 ダブルス 一般 槌谷　洋一 柴田　真隆
50 フリー 男子 ダブルス 一般 猪子　達也 猪子　大樹
51 フリー 男子 ダブルス 一般 大島　基 磯村　晃之介
52 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 岡野　剛 西出　昌司
53 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 川中　大士 高井　晋吾
54 ローランギャロ 男子 ダブルス 一般 宮本　英生 安藤　正明
55 高松信金 男子 ダブルス 一般 藤田 白井
56 高松信金 男子 ダブルス 一般 西川 三原
57 高松信金 男子 ダブルス 一般 菰渕 六車 12
58
59


