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第101回 (2015春季)大会 

 
  

１ 部 担当 乙 幡 英 樹 
090 (3082)7886 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
    １ 西武ﾃﾆｽｽｸｰﾙ    ───┐６             ７┌─── フェアリー Ａ   ９    
                  ├──┐         ┌──┤                    
  ４┌２ ヴィネ      ───┘２ │６       ６│ １└─── ＨＣＫＳ      １０┐    
   ┤＊１               ├──┐３ ７┌──┤                  │５    
  ４└３ 多摩エンジェルスＡ───┐３ │２ │   │ ２│ ７┌─── ＳＡＳ      １１├    
                  ├──┘  │４ ４│  └──┤               │３    
    ４ 立川ＴＣＡ    ───┘５    │ │ │    １└─── ＨＰＴ－Ａ    １２┘    
                        ├─┴─┤   
    ５ 滝山中央ＴＣ   ───┐８    │＊２ │    ８┌─── フロム忠生－Ａ  １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
  ０┌６ ウエストサイドＡ ───┘０ │７ │   │ ６│ ０└─── TAMANIWA２２   １４┐    
   ┤                 ├──┘５ １└──┤                  │５    
  ８└７ ヤマヒロ     ───┐１ │１       ２│ＷＯ┌─── セレソン     １５├   
                  ├──┘         └──┤               │３    
    ８ ジョイブルドン  ───┘７              └─── 生一超      １６┘    
 
  ＊１ ８：７ ＊２ ７：６ 

２ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 緑ヶ丘ＴＣ    ───┐３             ８┌─── ＰＡＯ－Ａ     ９    
   │              ├──┐         ┌──┤                    
  ５│２ 町田ロイヤル     ───┘５ │ＷＯ      ４│ ０└─── ＳＮＣ      １０┐１   
   ┤                 ├──┐０ ３┌──┤＊１                ├     
  ３│３ Ｅｇａｌｉｔｅ  ───┐６ │  │   │ ４│ ０┌─── 立川ＧＴＣ－Ａ  １１┘７   
   │              ├──┘  │８ ０│  └──┤                    
   └４ 東芝府中－Ａ   ───┘２    │ │ │    ８└─── アルファ－Ａ   １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ Ｇｏｎｔａｎ   ───┐６    │   │    ３┌─── ベアーズＦＣ－Ａ １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │７    
 ＷＯ┌６ 八王子市役所Ａ  ───┘２ │１ │   │ ３│ ５└─── Ｙ２Ｇ３     １４├    
   ┤                 ├──┘８ ５└──┤                  │１    
   └７ 高幡ＴＣ－Ａ   ───┐  │７       ５│ １┌─── チーム６０－Ａ  １５┘    
                  ├──┘         └──┤                    
    ８ ＢＩＴ ＴＣ   ───┘ＷＯ            ７└─── ｅ－ＴＣ－Ａ   １６    
 
  ＊１ ９：７ 

３ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 南大沢ＴＣ－Ａ  ───┐３             ７┌─── 藤の台ＴＣ－Ａ   ９    
   │              ├──┐         ┌──┤                    
  ５│２ Ｙ・Ｐ・Ｍ    ───┘５ │８       ８│ １└─── オリンパス－Ａ  １０┐    
   ┤                 ├──┐５ ３┌──┤                  │１   
  ３│３ 府中ＴＣＡ    ───┐７ │０ │   │ ０│ＷＯ┌─── ＡｌｍａＦＴ   １１├    
   │              ├──┘  │８ ０│  └──┤               │７    
   └４ 京王電鉄      ───┘１    │ │ │     └─── チームとんかつ  １２┘    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ ウォーターＴＣ－Ａ───┐１    │   │    ３┌─── ウエストサイドＢ １３┐    
   │              ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
  １│６ 桜井ふぁくとりー ───┘７ │５ │   │ ５│ ５└─── 日本電子－Ｃ   １４├    
   ┤                 ├──┘３ ５└──┤                  │ＷＯ   
  ７│７ Ｃｈｉｐｓ    ───┐４ │３       ３│ ３┌─── 羽沢倶楽部－Ａ  １５┘    
   │            ＊１├──┘         └──┤                    
   └８ ＹＡＭＡＴＥ－Ａ ───┘４             ５└─── 青梅ＴＣ－Ａ   １６    
 
    ＊１ ８：７ 

  



  

  

４ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ルネサス武蔵   ───┐０             ２┌─── 日本電子－Ａ    ９┐    
   │              ├──┐         ┌──┤               │６    
  ３│２ へんちくりんＯＢ ───┘８ │４       ７│ ６└─── サムズアップ   １０├    
   ┤               ＊３├──┐３ ２┌──┤                  │２    
  ５│３ Ｔ．Ｋ．Ｋ    ───┐７ │４ │   │ １│ ３┌─── 南大沢ＴＣ－Ｂ  １１┘    
   │              ├──┘  │６ ２│  └──┤                    
   └４ 鉄道総研－Ａ   ───┘１    │ │ │    ５└─── 多摩ＴＣ－Ｂ   １２    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ 小金井市民－Ａ  ───┐１    │   │    ４┌─── ＰＡＲーＢＯＹＳ １３    
  ４│              ├──┐  │   │  ┌──┤＊１                  
   ┤６ ベアーズＦＣ－Ｂ ───┘７ │４ │   │ ３│ ４└─── ラケッターズ－Ａ １４┐６   
  ４│＊５             ＊４├──┘５ ６└──┤                  ├     
   └７ ＯＫＩ－Ａ    ───┐３ │４       ５│ ４┌─── ブリヂストン－Ａ １５┘２   
                  ├──┘         └──┤＊２                  
    ８ 浅間ＴＣ     ───┘５             ４└─── コニカミノルタＡ １６    
 
   ＊１ ７：６ ＊２ ８：７ ＊３ ７：７ ７２：６６ ＊４ ７：６ ＊５ ７：７ ８６：８３ 

５ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ シチズン時計－Ａ ───┐２             ０┌─── 日野自動車－Ａ   ９┐    
  ２│              ├──┐         ┌──┤               │６   
   ┤２ ウエストサイドＣ ───┘６ │３       ６│ ８└─── ＩＨＩ瑞穂    １０├    
  ６│                 ├──┐２ １┌──┤                  │２   
   └３ 立川ＧＴＣ－Ｂ  ───┐１ │５ │   │ ２│ ２┌─── 一本杉ＴＣ    １１┘    
                  ├──┘  │１ ７│  └──┤                    
    ４ キヤノンアネルバ ───┘７    │ │ │    ６└─── 八王子高陵ＯＢ  １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ ＣＯＯＬＤＲＩＶＥ───┐６    │   │    ３┌─── ＡｔｏＺ     １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
  ４┌６ 昭島ＴＣ－Ａ   ───┘２ │８ │   │ １│ ５└─── ＮＫＤ      １４│２   
   ┤＊１               ├──┘６ ７└──┤                  ├     
  ４└７ 一光       ───┐３ │０       ７│ ６┌─── Y’sclub －Ｂ    １５│６   
                  ├──┘         └──┤               │     
    ８ ＰＡＯ－Ｂ    ───┘５             ２└─── ＮＥＣ府中    １６┘    
 
   ＊１ ７：６ 

６ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 富士電機     ───┐３             ２┌─── ＥＡＳＴ－Ａ    ９┐    
  ５│              ├──┐         ┌──┤               │     
   ┤２ 日立国際電気   ───┘５ │７       ４│ ６└─── ＪＶＣ八王子   １０│１   
  ３│                 ├──┐５ ０┌──┤＊１                ├     
   └３ ＴＥＡＭ東大和  ───┐  │１ │   │ ４│ ５┌─── ＮＴＴＣ     １１│７   
                  ├──┘  │４ ４│  └──┤               │     
    ４ 昭島ＴＣ－Ｂ   ───┘ＷＯ   │ │ │    ３└─── ＴＨＩ      １２┘    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ 町田市役所－Ａ  ───┐３    │ ＊２│    ７┌─── 青梅ＴＣ－Ｂ   １３    
  ６│              ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┤６ 高幡ＴＣ－Ｂ   ───┘５ │５ │   │ ２│ １└─── 帝人－Ａ     １４┐    
  ２│                 ├──┘３ ８└──┤                  │１    
   └７ 立川ＴＣ－Ｂ   ───┐０ │３       ６│ ６┌─── スイートポテト  １５├    
                  ├──┘         └──┤               │７    
    ８ Ｆ．ＭＡＴＥ   ───┘８             ２└─── ＫＦＴＣ     １６┘    
 
    ＊１ ８：７ ＊２ ７：６ 

  



  

  

７ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 武蔵村山市民   ───┐０              ┌─── 中大教職員     ９┐    
  ２│              ├──┐         ┌──┤               │     
   ┤２ ＢＥＳＴＥＲＳ  ───┘８ │７       １│ＷＯ└─── ユーフォリア   １０│    
  ６│                 ├──┐８ ６┌──┤                  ├     
   └３ 科技大ＯＢ    ───┐２ │１ │   │ ７│ ５┌─── 百草ＴＧ     １１│ＷＯ  
                  ├──┘  │０ ８│  └──┤               │     
    ４ アルファ－ Ｂ  ───┘６    │ │ │    ３└─── 東宝Ｇ      １２┘    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ 東芝青梅     ───┐４    │   │    ４┌─── Y’sclub －Ａ     １３┐    
   │            ＊２├──┐  │   │  ┌──┤＊１             │     
  ５│６ こぶしＴＣ    ───┘４ │２ │   │ １│ ４└─── ＴＴバーズ    １４│８   
   ┤                 ├──┘０ ２└──┤                  ├     
  ３│７ サンタ      ───┐８ │６       ７│ ５┌─── オーチャード   １５│０   
   │              ├──┘         └──┤               │     
   └８ ＨＡＲＡ８     ───┘０             ３└─── ５０’ｓ倶楽部  １６┘    
 
     ＊１ ８：７ ＊２ ８：７ 

８ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302  

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 藤の台ＴＣ－Ｃ  ───┐２             ２┌─── フォスター     ９┐    
   │              ├──┐         ┌──┤               │５    
  １│２ ライジング３   ───┘６ │８       ８│ ６└─── Ｍ４５ＴＣ    １０├    
   ┤                 ├──┐  ５┌──┤                  │３  
  ７│３ ＧＲＡＭＰＵＳ  ───┐５ │０ │   │ ０│ ４┌─── 青梅ＴＣ－Ｃ      １１┘    
   │              ├──┘  │２ ６│  └──┤＊１                  
   └４ カシオＢ     ───┘３    │ │ │    ４└─── ウィング府中   １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ リュニオンＴＣ  ───┐５    │   │    ８┌─── ＦＬＡＴＴＥＲＳ １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ 日立ＭＤ事    ───┘３ │４ │ＷＯ │ ７│ ０└─── 立川ＧＭ     １４┐    
  ４│＊３             ＊２├──┘  ３└──┤                  │０    
   ┤７ ＨＬＴＣ     ───┐８ │４       １│ ６┌─── マスターズ    １５├    
  ４│              ├──┘         └──┤               │８   
   └８ 府中ＴＣ－Ｂ   ───┘０             ２└─── 藤の台ＴＣ－Ｂ  １６┘    
 
    ＊１ ７：７ ７７：６４ ＊２ ８：６ ＊４ ８：６ 

９ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ カシオ－Ｃ    ───┐０             ４┌─── 羽沢倶楽部－Ｂ   ９    
  １│              ├──┐         ┌──┤＊１                  
   ┤２ ＮＩＣＴ郵政   ───┘８ │２       ４│ ４└─── リザーブドックス １０┐６   
  ７│                 ├──┐５ ＷＯ──┤＊３                ├     
   └３ 小金井市民－Ｂ  ───┐１ │６ │   │ ４│ ０┌─── 多摩ＴＣ－Ａ   １１┘２   
                  ├──┘  │７ １│  └──┤                    
    ４ 多摩庭球軍団   ───┘７    │ │ │    ８└─── 黒猫組      １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ ブリヂストン－Ｂ ───┐６    │   │    ７┌─── 秋川ＴＣ－Ａ   １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ 南大沢ＴＣ－Ｃ  ───┘２ │３ │   │ ７│ １└─── Ｔａｋｅ ｏｆｆ １４┐４   
  ２│                 ├──┘３  └──┤                ＊４├     
   ┤７ オフショット   ───┐６ │５       １│ ４┌─── 立川ルーデンスＡ １５┘４   
  ６│              ├──┘         └──┤＊２                  
   └８ 平山台ＴＣ    ───┘２             ４└─── 流域下水道    １６    
 
    ＊１ ８：６ ＊２ ７：７ ６２：６０ ＊３ ７：６ ＊４ ９：５ 

  



  

  

  

１０ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ＢＹＥ      ───┐              ４┌─── アフターＴＣ    ９    
   │              ├──┐         ┌──┤＊１                  
   ┤２ ＴＥＡＭＫＰＳ  ───┘  │８       １│ ４└─── ＴＥＸＩＯ－ＴＣ １０┐６   
   │                 ├──┐６ ７┌──┤                  ├     
   └３ ロードー     ───┐２ │０ │   │ ７│ ０┌─── ＡｇｉｌｅｎｔＡ １１┘２   
                  ├──┘  │４ ４│  └──┤                    
    ４ ＭＢＴＣ     ───┘６    │ │ │    ８└─── ＢＯＵＮＣＥＲ  １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ 多摩エンジェルスＢ───┐５    │＊３ │    ３┌─── ＡｇｉｌｅｎｔＢ １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
   ┌６ ウッディヒルＴＣＡ───┘３ │４ │   │ １│ ５└─── ナチュラルＶ   １４│３   
  ３│               ＊２├──┘２ １└──┤                  ├     
   ┤７ チキンハートＴＣ ───┐６ │４       ７│ ５┌─── スクラッチ    １５│５   
  ５│              ├──┘         └──┤               │     
   └８ ＪＲシステム   ───┘２             ３└─── 多摩平クラブ   １６┘    
 
   ＊１ ８：７ ＊２ ７：７ ７８：７１ ＊３ ８：６ 

１１ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
    １ 東芝府中－Ｂ   ───┐５             ２┌─── コニカミノルタＢ  ９┐    
                  ├──┐         ┌──┤            ＊４ │４    
   ┌２ ＡＭＤＹ      ───┘３ │４       ５│ ６└─── アップルマンゴー １０├    
  ５│               ＊３├──┐５ ６┌──┤                  │４    
   ┤３ 一番シンボル   ───┐６ │４ │   │ ３│ ３┌─── ＳＡＴＣ       １１┘    
  ３│              ├──┘  │０ ８│  └──┤                    
   └４ カシオ－Ａ     ───┘２    │ │ │    ５└─── 昭和飛行機    １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ 錦町ＴＣ       ───┐４    │   │    ８┌─── 立川中里      １３    
                ＊１├──┐  │   │  ┌──┤                    
  ５┌６ ＰＡＰＡＳ    ───┘４ │５ │   │ ４│ ０└─── 多摩エンジェルスＣ１４┐    
   ┤                 ├──┘３ ２└──┤＊２             ＊５ │４    
  ３└７ 多摩風ＴＣ     ───┐２ │３       ４│ ７┌─── ＪＰＫＴＣ    １５├    
                  ├──┘         └──┤               │４    
    ８ 富士重工       ───┘６             １└─── 日本航空電子    １６┘    
 
  ＊１ ７：７ ７３：６４ ＊２ ９：８ ＊３ ９：７ ＊４ ８：６ ＊５ ８：６ 

１２ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ヤクルト研    ───┐１             ０┌─── 東芝ＩＴサービス  ９┐    
  ３│              ├──┐         ┌──┤               │     
   ┤２ 超反応      ───┘７ │７       ８│ ８└─── ビバトスアップ   １０│３   
  ５│                 ├──┐４ ４┌──┤                  ├     
   └３ 帝人－Ｂ     ───┐０ │１ │   │ ０│ ４┌─── フェアリー Ｂ  １１│５   
                  ├──┘  │２ ６│  └──┤＊１             │     
    ４ ＡＴＳＯ      ───┘８    │ │ │    ４└─── オリンパス－Ｂ  １２┘    
                      ＊２├─┴─┤＊３     
   ┌５ チーム･On Line   ───┐３    │   │    ５┌─── グリーンボールＴＣ１３    
   │              ├──┐  │   │  ┌──┤                    
  ７│６ Ｒｙｏｔａ      ───┘６ │２ │   │ ０│ ３└─── 日野市役所    １４┐    
   ┤                 ├──┘４ ４└──┤               ＊４ │４    
  １│７ チームＰＰＳＰ  ───┐６ │６       ８│ ８┌─── ＪＯＶＡ      １５├    
   │              ├──┘         └──┤               │４    
   └８ 横河電機       ───┘２             ０└─── 町田市役所－Ｂ  １６┘    
 
 ＊１ ９：６ ＊２ ８：６ ＊３ ７：６ ＊４ ８：７ 

  



  

  

１３ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ チャンス     ───┐２             ０┌─── 鹿島技研      ９┐    
  ２│              ├──┐         ┌──┤               │     
   ┤２ むつごろう     ───┘６ │１       ７│ ８└─── ＴＴＢ       １０│１   
  ６│                 ├──┐４ ７┌──┤                  ├     
   └３ フロム忠生－Ｂ  ───┐２ │７ │   │ １│ ８┌─── ＢＩＴ－Ｂ    １１│７   
                  ├──┘  │２ ６│  └──┤               │     
    ４ 西国ＴＣ     ───┘６    │ │ │    ０└─── 多摩貝取ＴＣ   １２┘    
                      ＊２├─┴─┤   
    ５ 八王子市役所－Ｂ ───┐５    │   │    ６┌─── チーム６０－Ｂ  １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
   ┌６ 喜平ＴＣ－Ｂ   ───┘３ │０ │   │ ４│ ２└─── リバティＴＣ   １４│８   
 ＷＯ│                 ├──┘４ １└──┤＊１                ├     
   ┤７ フェアリー Ｃ  ───┐８ │８       ４│ ７┌─── ＹＡＭＡＴＥ－Ｂ １５│０   
   │              ├──┘         └──┤               │     
   └８ ニレコ      ───┘０             １└─── 舘ヶ丘ＴＣＡ    １６┘    
 
  ＊１ ７：７ ６９：６７ ＊２ ９：６ 

１４ 部 担当 徳 丸 豊 
 042 (325) 9282  

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 日野自動車－Ｂ   ───┐１             ３┌─── アドバンス     ９┐    
   │              ├──┐         ┌──┤               │     
  ８│２ Ｇ―Ｓｐｉｒｉｔ ───┘７ │６       ４│ ５└─── オリンパス－Ｃ  １０│０   
   ┤                 ├──┐６ ４┌──┤＊１                ├ 
  ０│３ とえてに     ───┐ＷＯ│２ │   │ ４│ ５┌─── ラケッターズ－Ｂ １１│８   
   │              ├──┘  │６ ２│  └──┤               │     
   └４ Ｔ－ＳＴＡＲＴ  ───┘     │ │ │    ３└─── ＧＴ       １２┘    
                        ├─┴─┤＊２   
    ５ ホッヂボッヂ   ───┐８    │   │    １┌─── ＴＴＣ      １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
  ２┌６ 錦町ＴＣ－Ｂ   ───┘０ │５ │   │ ３│ ７└─── フィーバー    １４│４   
   ┤                 ├──┘２ ４└──┤               ＊３ ├     
  ６└７ リオン      ───┐２ │３       ５│ ６┌─── ロビング     １５│４   
                  ├──┘         └──┤               │     
    ８ コニカミノルタＤ ───┘６             ２└─── グリーンエイダ  １６┘    
 
  ＊１ ７：６ ＊２ ７：７ ６９：６７ ＊３ １０：６ 

１５ 部 担当 徳 丸 豊 
 042 (325) 9282   

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ        

 
    １ ＢＳＷテニス部   ───┐６             ２┌─── 昭島ＴＣ－Ｃ      ９┐  
                  ├──┐         ┌──┤               │   
   ┌２ ＳＴファミリーズ ───┘２ │５       １│ ６└─── チームＳｈｉｇｅ  １０│ＷＯ  
  ８│                 ├──┐４ ４┌──┤                  ├   
   ┤３ コニカミノルタＣ ───┐８ │３ │   │ ７│ ８┌─── 東京チャンポン   １１│  
  ０│              ├──┘  │２ ６│  └──┤               │   
   └４ ＴＭＴ－Ｃ     ───┘０    │ │ │    ０└─── ＥＡＳＴ－Ｂ   １２┘  
                        ＊１├─┴─┤＊２    
   ┌５ 日立国分寺    ───┐０    │   │    ５┌─── 福生テニス愛好会  １３  
   │              ├──┐  │   │  ┌──┤                  
  １│６ 日本電子－Ｂ   ───┘８ │７ │   │ ３│ ３└─── シチズン時計－Ｂ  １４┐  
   ┤                 ├──┘４ ４└──┤                  │２  
  ７│７ ＨＰＴ－Ｂ    ───┐５ │１       ５│ ６┌─── フリースタイル    １５├  
   │              ├──┘         └──┤               │６  
   └８ 鉄道総研－Ｂ    ───┘３             ２└─── アロカＴＣ       １６┘ 
 
    ＊１ ８：６ ＊２ ８：７ 

  



  
  

  

１６ 部 担当 徳 丸 豊 
 042 (325) 9282   

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ        

  
１ 鉄道総研－Ｃ    ───┐２             ８┌─── ワンダーランド     ９  

├──┐         ┌──┤                  
２ ＭＫＮ      ───┘６ │２       ０│ ０└─── テセック      １０  

                     ├──┐２ ８┌──┤                     
    ３ 楽遊庭球倶楽部  ───┐５ │６ │   │ ８│ ０┌─── シチズン時計－Ｃ  １１  
                  ├──┘  │４ ４│  └──┤                  
    ４ ＫＵＮＩＮＤＯ  ───┘３    │ │ │    ８└─── ＦＡＴＡ     １２  
                        ├─┴─┤   
    ５ 高幡ＴＣ－Ｃ   ───┐３    │＊２ │    ０┌─── ＳＲ        １３  
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                  
    ６ カブトムシ    ───┘５ │８ │   │ ７│ ８└─── ブリヂストン－Ｃ  １４  
                     ├──┘６ ０└──┤                     
    ７ ＤＥＣ ＴＣ   ───┐６ │０       １│ ４┌─── 秋川ＴＣ－Ｂ     １５  
                  ├──┘         └──┤＊１                
    ８ ＨＯＹＡ八王子   ───┘２             ４└─── エステート立川    １６  
 
   ＊１ ８：７ ＊２ ７：７ ６２：５７ 

  
  

注意事項 

 ● 試合結果の連絡は、速報は(出来るだけ試合当日か翌日) 
  勝者が電子メールにてtst2@pmb.biglobe.ne.jpに連絡するか、または電話で担当理事に連絡する。 
  同時に勝者は詳報（はがき）を集計担当理事宛に送付すること。  

 Ａ．多摩社会人庭球連盟に届けたメールアドレスの方は、下記アドレスにて受け付けられます。 
   tst2@pmb.biglobe.ne.jp 
  多摩社会人のメーリングリストに登録されていないアドレスの場合は、 
  直接担当理事への電子メール（メールアドレスはドロー表の裏表紙）にて受け付けます。  

 Ｂ．試合結果の通報項目(フォーム)は、下記の１０項目です。 
    (1)試合実施年月日及び会場名 
    (2)第×部 
    (3)第×回戦又は敗者戦 
    (4)勝者チーム名(団体コード) 
    (5)敗者チーム名(団体コード) 
    (6)Ｍ＝×：×  (注：勝者は左に、マッチ・カウント) 
    (7)Ｓ＝××：××(注：勝者は左に、セット・カウント) 
    (8)Ｇ＝××：××(注：勝者は左に、ゲーム・カウント) 
    (9)Ｄ１の勝者チーム名 
   (10)コメント 

 Ｃ．電話での通報は、従来通り試合進行担当理事へ連絡。 
  戻りはがきには試合結果の詳細と参加選手氏名を記入し集計担当理事へ郵送すること。  

 ● 次回対戦相手チームについては、ホームページの試合経過を参照下さい。 
  閲覧できない連絡者は、該当試合担当理事へ電話で問い合わせて下さい。  

   http://www.tamashaka.org/  （検索は多摩社会人庭球連盟）  



第１０１（２０１５春季）大会
優勝 準優勝 ３位 ３位 降格 降格 降格 降格

　１部 フェアリーＡ 滝山中央ＴＣ 西武ﾃﾆｽｽｸｰﾙ フロム忠生 多摩ｴﾝｼﾞｪﾙｽＡ ウエストサイドＡ ＨＰＴ－Ａ 生一超
　２部 ＢＩＴ－ＴＣ ｅ－ＴＣＡ 町田ロイヤル ＰＡＯ－Ａ 東芝府中－Ａ 高幡ＴＣ－Ａ ＳＮＣ チーム６０－Ａ
　３部 Y・P・M 日本電子Ｃ 桜井ふぁくとりー 藤の台ＴＣ－Ａ 京王電鉄 ウォーターＴＣＡ オリンパスＡ ウエストサイドＢ
　４部 ベアーズＦＣ－Ｂ コニカミノルタＡ へんちくりんＯＢ サムズアップ ルネサス武蔵 小金井市民－Ａ 南大沢ＴＣ－Ｂ ブリジストンＡ
　５部 Y's Club　B COOLDRIVE キヤノンアネルバ IHI瑞穂 シチズン時計Ａ 昭島ＴＣ－Ａ 一本杉ＴＣ ＡｔｏＺ
　６部 日立国際電気 スイートポテト 高幡ＴＣ－Ｂ ＪＶＣ八王子 ＴＥＡＭ東大和 立川ＴＣ－Ｂ ＥＡＳＴ－Ａ 帝人－Ａ
　７部 百草ＴＧ BESTERS サンタ オーチャード 武蔵村山市民 ＨＡＲＡ８ 中大教職員 ５０’s倶楽部
　８部 Ｍ４５ＴＣ ＨＬＴＣ ライジング3 ＦＬＡＴＴＥＲＳ 藤の台ＴＣ－Ｃ 府中ＴＣ－Ｂ 青梅ＴＣ－Ｃ 立川ＧＭ
　９部 多摩庭球軍団 羽沢倶楽部Ｂ オフショット 秋川ＴＣ－Ａ カシオ－Ｃ 南大沢ＴＣ－Ｃ 多摩ＴＣ－Ａ 立川ルーデンスＡ
１０部 ＴＥＡＭＫＰＳ ＢＯＵＮＣＥＲ チキンハートＴＣ スクラッチ ＢＹＥ ウッディヒルＴＣＡ Ａｇｉｌｅｎｔ－Ａ Ａｇｉｌｅｎｔ－Ｂ
１１部 アップルマンゴー 一番シンボル 錦町ＴＣ ＪＰＫＴＣ カシオ－Ａ 多摩風ＴＣ ＳＡＴＣ 日本航空電子
１２部 ビハトスアップ チームＰＰＳＰ 超反応 ＪＯＶＡ ヤクルト研 横河電機 東芝ＩＴサービス 町田市役所－Ｂ
１３部 ＴＴＢ フェアリーＣ 西国ＴＣ ＹＡＭＡＴＥ－Ｂ チャンス ニレコ 鹿島技研 舘ケ丘ＴＣ－Ａ
１４部 G-Spirit ロビング ホッヂポッチ ラケッターズ－Ｂ Ｔ－ＳＴＡＲＴ 錦町ＴＣ－Ｂ アドバンス ＴＴＣ
１５部 東京チャンポン 日本電子－Ｂ ＢＳＷテニス部 フリースタイル ＴＭＴ－Ｃ 日立国分寺 ＥＡＳＴ－Ｂ シチズン時計－Ｂ
１６部 カブトムシ ＦＡＴＡ 楽遊庭球倶楽部 ブリヂストン－Ｃ

第１００（２０１４秋季）大会
優勝 準優勝 ３位 ３位 降格 降格 降格 降格

　１部 BIGBOX東大和 生一超 ジョイブルドン フェアリーＡ ＰＡＯＡ ｅ－ＴＣＡ 緑ヶ丘TC BIT　TC
　２部 ＨＣＫＳ ヤマヒロ セレソン ヴィネ 藤の台TCA 南大沢ＴＣＡ ＹＡＭＡＴＥ－Ａ 青梅ＴＣＡ
　３部 町田ロイヤル チーム６０Ａ 高幡TCA ＳＮＣ ＧＣ 日本電子Ａ アバンセＡ 浅間ＴＣ
　４部 Y・P・M 羽沢倶楽部Ａ オリンパスＡ Ｃｈｉｐｓ コニカミノルタＡ ＰＡＯＢ ルネサス武蔵Ａ 日本無線
　５部 へんちくりんOB ブリジストンＡ サムズアップ ＯＫＩＡ ＮＥＣ府中 シチズン時計Ａ Ｆ．ＭＡＴＥ 日野自動車Ａ
　６部 Y's Club　B ウエストサイドＣ ＩＨＩ瑞穂 一光 狛江ＦＴＣ 富士電機Ａ ＨＡＲＡ８ EASTWESTA
　７部 日立国際小金井 スイートポテト ＪＶＣ八王子 立川ＴＣＢ ５０’s倶楽部 中大教職員 リーズ’７２ 武蔵村山市民
　８部 BESTERS オーチャード ユーフォリオ サンタ 藤の台ＴＣＢ フォスター 府中ＴＣＢ ☆
　９部 ライジング3 マスターズ M45TC ＨＬＴＣ 流域下水道 カシオＣ 平山台ＴＣ 羽沢倶楽部Ｂ
１０部 ＮＩＣＴ郵政 立川ルーデンスＡ リザーブドックス オフショット 多摩平クラブ アフターＴＣ 富士電機Ｂ アバンセＢ
１１部 ＴＥＡＭＫＰＳ スクラッチ ＴＥＸＩＯ－ＴＣ チキンハートＴＣ ＪＡＥ コニカミノルタB 富士重工 ＳＡＴＣ
１２部 ＡＭＤＹ JPKTC 多摩風ＴＣ アップルマンゴー 町田市役所Ｂ 東芝ＩＴサービス ヤクルト研 横河電機
１３部 超反応 ＪＯＶＡ ビハトスアップ チームＰＰＳＰ 舘ケ丘ＴＣＡ 鹿島技研 ニレコ チャンス
１４部 むつごろう ＹＡＭＡＴＥ－Ｂ フェアリーＣ ＴＴＢ グリーンエイダ アバンセＤ コニカミノルタＤ アドバンス

１５部 G-Spirit ロビング オリンパスＣ リオン 鉄道総研Ｂ アバンセＣ ルネサス武蔵Ｂ チームShige

１６部 ＳＴファミーズ ＹＵＦＳＣ 昭島ＴＣＣ ＨｉｔＰｏｉｎｔＢ

☆は両者降格 青梅ＴＣＣ 藤の台ＴＣＣ

退会チーム ＧＣ アバンセＡＢＣＤ 日本無線 リーズ７２ ルネサス武蔵Ｂ デライトＴＣ
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