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              大   会   役   員 

 

大 会 会 長                     石井康雄(コニカミノルタ) 

大 会 委 員 長                (総括)  丸山 寛(オーチャード)  E-mail: h.maruyama@toppan-mpt.co.jp 

大 会 副 委 員 長                     前川悦一(コニカミノルタ) 

   ◎勝敗葉書 送付先 前川悦一 〒193-0826 八王子市元八王子2-3354-5 

           (携帯TEL: 090-7195-0390) E-mail：  yoshikazu.maekawa@konicaminolta.com 

 

運営委員(担当理事)  

１部～ ４部 担当 内田広一(オーチャード) TEL: 090-2439-5510 hero-u@f6.dion.ne.jp 

５部～ ７部  〃 宮下文和(多摩平クラブ) TEL: 042-587-5677 fumi-miy@m2.hinocatv.ne.jp 

８部～１０部  〃 村松靖彦(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ) TEL:042-637-8302 yasuhiko.muramatu@konicaminolta.com 

１１部～１３部  〃 安井康二(東芝府中) TEL: 080-3017-1335 koji.yasui@toshiba.co.jp 

１４部～１６部  〃 徳丸 豊(フェアリー) TEL: 042-325-9282 tokumaru@fairy-tennis.co.jp 

日  程  

  ０Ｒ  ８月１６日～８月３１日(予備日を含む) 

  １Ｒ  ８月１６日～９月１５日(予備日を含む) 

  ２Ｒ  ９月２０日～１０月１３日(予備日を含む) 

  ＳＦ １０月１８日～１１月  ９日(予備日を含む) 

   Ｆ  １１月２３日(日)予備日なし (決勝戦は昭和の森テニスコートで9時より行います。) 

 敗者戦１１月 ９日までに終了のこと。  

  ※各部決勝戦を昭和の森テニスコートで行いますので、日程消化にご協力をお願いします。  

  ※決勝大会のボールは、大会本部で用意致します。  

  ※決勝大会の予備日はありません。雨天の場合は、各自で１月末日までに決勝戦を終了してください。 

試合要項及び注意事項(要約) 

 １．本大会の日程はすでに雨天の日も考慮して定めているので、日程内に消化できない場合は両者で

話合い、トスまたは、その他の方法で勝敗を決すること。  

 ２．各部勝ち抜き戦とし、次大会の昇格は各部ベスト４、降格は敗者戦の敗者とする。  

 ３．試合は３Ｓ、５Ｄとし原則として次の順で対戦する。(数字はランキング) 

   Ｓ３→Ｓ２→Ｓ１→Ｄ５→Ｄ４→Ｄ３→Ｄ２→Ｄ１  

 ４．試合前のウォームアップは５分以内とする。  

 ５．ゲームは原則としてＳは８ゲーム１セット、Ｄは６ゲーム３セットとする。  

 ６．対戦ポイント４－４の決裁は得セット、得ゲームの順に決し、共に同数の場合はＤの№1の勝敗に

て決することとする。  

 ７．試合の速報は(出来るだけ試合当日か翌日)電子メールにてtst2@pmb.biglobe.ne.jp又は担当者理

事に勝者が連絡し、同時に詳報(葉書)を勝者が集計担当(前川理事)宛に送付すること。(報告方法の

詳細は６頁) 

 ８．使用球：秋季大会はブリヂストンスポーツの協賛を受けておりますので使用球はブリヂストン  

   ＸＴ-８を必ず使用してください。  

 ９．表彰は各部とも優勝、準優勝チームに連盟よりレプリカを贈呈します。  

１０．運営事項は団体戦実施規則の要項(８～９頁に掲載)に基づいて試合を進めてください。  

１１．如何なる場合も結果の勝敗数は合計で８ポイントになる様に報告してください。 

  何らかの理由で試合が出来なかった、また途中で終了したとしてもお互いに話し合いポイントを決

めた上で報告お願いします。 



  

第100回 (2014秋季)大会 

 
１ 部 担当 内 田 廣 一 

090 (2439)5510 
 

１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    
 
   ┌１ 滝山中央ＴＣ   ───┐８             ７┌─── フェアリーＡ    ９    
   │              ├──┐         ┌──┤                    
  ７│２ ＳＡＳ      ───┘０ │３       ７│ １└─── 緑ヶ丘ＴＣ     １０┐    
   ┤                 ├──┐   ┌──┤                  │１    
  １│３ 生一超      ───┐６ │５ │４ ２│ １│ ５┌─── 立川ＴＣＡ    １１├    
   │              ├──┘  │   │  └──┤               │７   
   └４ ＰＡＯＡ     ───┘２    │０│８│    ３└─── TAMANIWA２２   １２┘    
                      ＊４├─┴─┤   
    ５ フロム忠生Ａ   ───┐７    │   │    ４┌─── ＨｉｔＰｏｉｎｔ １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤＊２                  
  ５┌６ 多摩エンジェルスＡ───┘１ │４ │４ ６│ ０│ ４└─── ウェストサイドＡ １４┐４   
   ┤               ＊３├──┘   └──┤                ＊５├     
  ３└７ ｅ－ＴＣＡ    ───┐０ │４       ８│ ４┌─── ＢＩＴ ＴＣ   １５┘４   
                  ├──┘         └──┤＊１                  
    ８ ジョイブルドン  ───┘８             ４└─── BIGBOX 東大和  １６    
 
  ＊１ ８：６ ＊２ ８：６ ＊３８：８ ７８：７１ ＊４ ７：７ ６７：６５ ＊５ ８：７ 

２ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 藤の台ＴＣＡ   ───┐２             ７┌─── ヴィネ       ９    
  ４│              ├──┐         ┌──┤                    
   ┤２ アルファＡ      ───┘６ │３       ５│ １└─── Ｙ２Ｇ３     １０┐６   
  ４│＊６               ├──┐   ┌──┤                  ├     
   └３ 八王子市役所Ａ  ───┐  │５ │４ ４│ ３│ ３┌─── ＹＡＭＡＴＥ－Ａ １１┘２   
                  ├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ ヤマヒロ     ───┘ＷＯ   │４│４│    ５└─── 東芝府中Ａ    １２    
                      ＊５├─┴─┤＊４  
    ５ ベアーズＦＣＡ  ───┐４    │ ＊７│    ２┌─── 立川ＧＴＣＡ   １３┐    
                ＊１├──┐  │   │  ┌──┤               │７   
   ┌６ 南大沢ＴＣＡ   ───┘４ │４ │４ ４│ ４│ ６└─── Ｇｏｎｔａｎ   １４├    
  ３│               ＊２├──┘   └──┤＊３                │１   
   ┤７ セレソン     ───┐ＷＯ│４       ４│ ２┌─── 青梅ＴＣＡ    １５┘    
  ５│              ├──┘         └──┤                    
   └８ Ｅｇａｌｉｔｅ  ───┘              ６└─── ＨＣＫＳ     １６    
 
  ＊１ ７：７ ６１：５８ ＊２ ８：８ ７８：７１ ＊３ ８：７ ＊４ ９：８ ＊５ ８：６  
  ＊６ ７：６ ＊７ ５６：４８ 

３ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
    １ 高幡ＴＣＡ    ───┐６             ５┌─── ＳＮＣ       ９    
                  ├──┐         ┌──┤                    
 ＷＯ┌２ 桜井ふぁくとりー ───┘２ │        ５│ ３└─── 日本電子Ｃ    １０┐ＤＥＦ 
   ┤                 ├──┐   ┌──┤                  ├     
   └３ ＧＣ       ───┐  │ＷＯ│  ２│ ３│  ┌─── アバンセＡ    １１┘    
                  ├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ チームとんかつ  ───┘ＷＯ   │０│８│  ＤＥＦ└─── ウォーターＴＣＡ １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ チーム６０Ａ   ───┐ＷＯ   │ＷＯ │    ０┌─── 浅間ＴＣ     １３┐    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │     
  ５┌６ 府中ＴＣＡ    ───┘  │５ │  ６│ ７│ ８└─── 町田ロイヤル   １４│４   
   ┤                 ├──┘   └──┤                ＊１├     
  ３└７ 日本電子Ａ    ───┐０ │３       １│ ５┌─── 京王電鉄     １５│４   
                  ├──┘         └──┤               │     
    ８ ウエストサイドＢ ───┘８             ３└─── ＡｌｍａＦＴ   １６┘    
 
  ＊１ ８：７ 



  

  

  

  

４ 部 担当 内 田 廣 一 
090 (2439)5510 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ベアーズＦＣＢ  ───┐３             ２┌─── ルネサス武蔵Ａ   ９┐    
  ５│              ├──┐         ┌──┤               │０   
   ┤２ Ｙ・Ｐ・Ｍ    ───┘５ │７       ６│ ６└─── 羽沢倶楽部Ａ   １０├    
  ３│                 ├──┐   ┌──┤                  │８   
   └３ コニカミノルタＡ ───┐４ │１ │７ ５│ ２│  ┌─── ラケッターズＡ  １１┘    
                ＊２├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ 多摩ＴＣＢ    ───┘４    │４│４│   ＷＯ└─── 鉄道総研Ａ    １２    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ Ｔ．Ｋ．Ｋ    ───┐４    │＊４ │    ６┌─── 小金井市民Ａ   １３    
  ４│＊３          ＊１├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┤６ ＰＡＲーＢＯＹＳ ───┘４ │１ │１ ３│ ３│ ２└─── 日本無線     １４┐    
  ４│                 ├──┘   └──┤                  ├     
   └７ ＰＡＯ Ｂ    ───┐０ │７       ５│ ０┌─── 南大沢ＴＣＢ   １５┘ＷＯ  
                  ├──┘         └──┤                    
    ８ オリンパスＡ   ───┘８             ８└─── Ｃｈｉｐｓ    １６    
 
   ＊１ ８：６ ＊２ ９：７ ＊３ ７：７ ６９：５６ ＊４ ５４：５３ 

５ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ＮＥＣ府中    ───┐１             ４┌─── キヤノンアネルバ  ９    
  １│              ├──┐         ┌──┤＊２                  
   ┤２ へんちくりんＯＢ ───┘７ │８       ３│ ４└─── 日本高速道路ＮＤＫ１０┐５   
  ７│                 ├──┐８ ４┌──┤                  ├     
   └３ 一本杉ＴＣ    ───┐３ │０ │   │ ５│ １┌─── Ｆ．ＭＡＴＥ   １１┘３   
                  ├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ ＡｔｏＺ     ───┘５    │８ ０│    ７└─── ＯＫＩＡ      １２    
                        ├─┴─┤＊３ 
    ５ サムズアップ   ───┐７    │   │    ７┌─── ブリヂストンＡ  １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
  ２┌６ シチズン時計Ａ  ───┘１ │６ │   │ ６│ １└─── 日野自動車Ａ   １４┐    
   ┤                 ├──┘０ ４└──┤                  │３    
  ６└７ 立川ＧＴＣＢ   ───┐４ │２       ２│ ８┌─── ＣＯＯＬＤＲＩＶＥ１５├    
                ＊１├──┘         └──┤               │５    
    ８ 八王子高陵ＯＢ  ───┘４             ０└─── 昭島ＴＣＡ    １６┘    
 
   ＊１ ８：７ ＊２ ８：６ ＊３ ８：７ 

６ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 狛江ＦＴＣ    ───┐              ８┌─── 一光        ９    
  ４│              ├──┐         ┌──┤                    
   ┤２ Ｙ’ｓｃｌｕｂＢ ───┘ＷＯ│５       ５│ ０└─── ＨＡＲＡ８    １０┐    
  ４│＊２               ├──┐   ┌──┤                  │３   
   └３ 高幡ＴＣＢ    ───┐１ │３ │６ ２│ ３│ ４┌─── 昭島ＴＣＢ    １１├    
                  ├──┘  │   │  └──┤＊１             │５   
    ４ ＴＨＩ      ───┘７    │６│２│    ４└─── 帝人Ａ      １２┘    
                        ├─┴─┤   
    ５ 青梅ＴＣＢ    ───┐７    │   │    ５┌─── ウエストサイドＣ １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ 富士電機Ａ    ───┘１ │１ │２  │ ６│ ３└─── ＮＴＴＣ     １４┐    
  ２│                 ├──┘  ６└──┤                  │５   
   ┤７ ＩＨＩ瑞穂    ───┐７ │７       ２│ ６┌─── 町田市役所Ａ   １５├    
  ６│              ├──┘         └──┤               │３   
   └８ ＴＥＡＭ東大和  ───┘１             ２└─── ＥＡＳＴＷＥＳＴＡ１６┘    
 
    ＊１ ７：７ ７３：６４ ＊２ ７：７ ７２：６０ 



  

  

  

  

７ 部 担当 宮 下 文 和 
042 (587)5677 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ こぶしＴＣ    ───┐４             ３┌─── リーズ’７２    ９┐    
  ５│            ＊１├──┐         ┌──┤               │０   
   ┤２ スイートポテト  ───┘４ │６       ３│ ５└─── アルファＢ    １０├    
  ３│                 ├──┐８ ２┌──┤                  │８   
   └３ ５０’ｓ倶楽部  ───┐０ │２ │   │ ５│ ０┌─── ＴＴバーズ    １１┘    
                  ├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ 東宝Ｇ      ───┘８    │３ ５│    ８└─── 立川ＴＣＢ    １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ ＪＶＣ八王子   ───┐６    │   │    ５┌─── 東芝青梅     １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ 科技大ＯＢ    ───┘２ │７ │   │ ２│ ３└─── 百草ＴＧ     １４┐    
  ７│                 ├──┘０ ６└──┤                  │８   
   ┤７ Ｙ’ｓｃｌｕｂＡ ───┐６ │１       ６│ ５┌─── 日立国際小金井  １５├    
  １│              ├──┘         └──┤               │０   
   └８ 中大教職員     ───┘２             ３└─── 武蔵村山市民   １６┘    
 
    ＊１ ７：６ 

８ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302  

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 日立ＭＤ事    ───┐１             ２┌─── 府中ＴＣＢ     ９┐    
   │              ├──┐         ┌──┤               │    
  ５│２ ＢＥＳＴＥＲＳ  ───┘７ │８       ５│ ６└─── オーチャード   １０│３  
   ┤                 ├──┐   ┌──┤                  ├     
  ３│３ ウィング府中   ───┐５ │０ │７ ４│ ３│ ８┌─── カシオＢ     １１│５  
   │              ├──┘  │   │  └──┤               │    
   └４ 藤の台ＴＣＢ   ───┘３    │５│３│    ０└─── 立川ＧＭ     １２┘    
                        ├─┴─┤＊３ 
    ５ ＦＬＡＴＴＥＲＳ ───┐８    │   │    ８┌─── サンタ      １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ フォスター    ───┘０ │４ │   │ ４│ ０└─── 青梅ＴＣＣ    １４┐    
  ３│               ＊２├──┘１ ４└──┤＊１                │＊４  
   ┤７ ユーフォリア   ───┐６ │４       ４│ ５┌─── リュニオンＴＣ  １５├    
  ５│              ├──┘         └──┤               │     
   └８ Ｇｒａｍｐｕｓ  ───┘２             ３└─── 藤の台ＴＣＣ   １６┘    
 
    ＊１ ８：８ ７５：７３ ＊２ ８：７ ＊３ ８：７ ＊４両者敗者とする 

９ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 流域下水道    ───┐１             ２┌─── 平山台ＴＣ     ９┐    
  ３│              ├──┐         ┌──┤               │１   
   ┤２ ライジング３   ───┘７ │７       ４│ ６└─── 多摩庭球軍団   １０├    
  ５│                 ├──┐   ┌──┤＊３                │７   
   └３ 南大沢ＴＣＣ   ───┐４ │１ │５ ３│ ４│ ２┌─── Ｔａｋｅ ｏｆｆ １１┘    
                ＊２├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ 黒猫組      ───┘４    │ＷＯ │    ６└─── ＨＬＴＣ     １２    
                        ├─┴─┤   
    ５ 秋川ＴＣＡ    ───┐７    │   │    ４┌─── 多摩ＴＣＡ    １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤＊１                  
   ┌６ カシオＣ     ───┘１ │１ │３ ５│ ２│ ４└─── ブリヂストンＢ  １４┐    
  ３│                 ├──┘   └──┤                  │５   
   ┤７ Ｍ４５ＴＣ    ───┐８ │７       ６│ ５┌─── マスターズ    １５├    
  ５│              ├──┘         └──┤               │３   
   └８ 小金井市民Ｂ    ───┘０             ３└─── 羽沢倶楽部Ｂ   １６┘    
 
    ＊１ ８：６ ＊２ ８：７ ＊３ ８：６ 



  

  

  

  

１０ 部 担当 村 松 靖 彦 
042 (637) 8302 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ウッディヒルＴＣＡ───┐０              ┌─── 富士電機Ｂ     ９┐    
  ５│              ├──┐         ┌──┤               │    
   ┤２ ＢＯＵＮＣＥＲ  ───┘８ │１       ２│ＷＯ└─── ＭＢＴＣ     １０│   
  ３│                 ├──┐   ┌──┤                  ├     
   └３ 多摩平クラブ   ───┐０ │７ │６ ５│ ６│ ５┌─── 立川ルーデンスＡ １１│ＷＯ 
                  ├──┘  │   │  └──┤               │    
    ４ ＮＩＣＴ郵政   ───┘８    │８│０│    ３└─── ナチュラルＶＡ  １２┘    
                        ├─┴─┤   
    ５ ＡｇｉｌｅｎｔＢ ───┐４    │   │    ３┌─── ＡｇｉｌｅｎｔＡ １３┐    
                ＊１├──┐  │   │  ┌──┤               │ＷＯ  
   ┌６ ロードー     ───┘４ │１ │２  │ ４│ ５└─── 多摩エンジェルスＢ１４├    
  ６│                 ├──┘  ３└──┤＊２                │   
   ┤７ リザーブドックス ───┐７ │７       ４│  ┌─── アバンセＢ    １５┘    
  ２│              ├──┘         └──┤                    
   └８ アフターＴＣ   ───┘１           ＤＥＦ└─── オフショット   １６    
 
  ＊１ ８：７ ＊２ ７：６ 

１１ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ ＪＡＥ      ───┐０             ３┌─── 富士重工      ９┐    
  ３│              ├──┐         ┌──┤               │１   
   ┤２ ＴＥＡＭＫＰＳ  ───┘８ │８       ６│ ５└─── チキンハートＴＣ １０├    
  ５│                 ├──┐７ ４┌──┤                  │７   
   └３ ＰＡＰＡＳ    ───┐３ │０ │   │ ２│ ４┌─── 多摩エンジェルスＣ１１┘    
                  ├──┘  │   │  └──┤＊１                  
    ４ ＪＲシステム   ───┘５    │７ １│    ４└─── カシオＡ     １２    
                        ├─┴─┤＊２  
    ５ ＴＥＸＩＯ－ＴＣ ───┐５    │   │    ７┌─── 錦朝ＴＣ     １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ 一番シンボル   ───┘３ │７ │   │ ３│ １└─── ＳＡＴＣ     １４┐    
  ６│                 ├──┘１ ４└──┤                  │３   
   ┤７ 立川中里     ───┐５ │１       ５│ ７┌─── スクラッチ    １５├    
  ２│              ├──┘         └──┤               │５   
   └８ コニカミノルタＢ ───┘３             １└─── 東芝府中Ｂ    １６┘    
 
   ＊１ ７：７ ７７：７０ ＊２ ７：７ ６８：６７ 

１２ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 町田市役所Ｂ   ───┐２             ２┌─── ヤクルト研     ９┐    
  １│              ├──┐         ┌──┤               │４   
   ┤２ ＪＰＫＴＣ    ───┘６ │５       ５│ ６└─── アップルマンゴー １０├    
  ７│                 ├──┐５ ４┌──┤               ＊２ │４   
   └３ Ｒｙｏｔａ    ───┐４ │３ │   │ ３│ １┌─── 日野市役所    １１┘    
                ＊１├──┘  │   │  └──┤                    
    ４ オリンパスＢ   ───┘４    │２│６│    ７└─── ＡＴＳＯ     １２    
                        ├─┴─┤＊３ 
   ┌５ 帝人Ｂ      ───┐３    │   │    ５┌─── 昭和飛行機    １３    
   │              ├──┐  │   │  ┌──┤                    
  ５│６ グリーンボールＴＣ───┘５ │１ │   │ ３│ ３└─── フェアリーＢ   １４┐    
   ┤                 ├──┘３ ４└──┤                  │５   
  ３│７ 多摩風ＴＣ     ───┐６ │７       ５│ ７┌─── ＡＭＤＹ     １５├    
   │              ├──┘         └──┤               │３   
   └８ 東芝ＩＴサービス ───┘２             １└─── 横河電機     １６┘    
 
  ＊１ ８：７ ＊２ ７：６ ＊３ ８：７ 



  

  

  

  

１３ 部 担当 安 井 康 二 
080 (3017)1335 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ 舘ヶ丘ＴＣＡ   ───┐０              ┌─── ニレコ       ９┐    
  １│              ├──┐         ┌──┤               │    
   ┤２ ビバトスアップ  ───┘８ │７       ７│ＷＯ└─── チームＰＰＳＰ  １０│   
  ７│                 ├──┐   ┌──┤                  ├     
   └３ 喜平ＴＣＢ    ───┐３ │１ │４ ２│ １│ ４┌─── 八王子市役所Ｂ  １１│ＷＯ 
                  ├──┘  │   │  └──┤＊１             │    
    ４ 多摩貝取ＴＣ   ───┘５    │４│４│    ４└─── リバティＴＣ   １２┘    
                      ＊２├─┴─┤   
    ５ ﾁｰﾑ･ＯｎＬｉｎｅ ───┐５    │＊３ │    ５┌─── 西国ＴＣ     １３    
                  ├──┐  │   │  ┌──┤                    
   ┌６ フロム忠生Ｂ   ───┘３ │２ │４  │ ３│ ３└─── ＢＩＴＢ     １４┐    
  ８│                 ├──┘  ６└──┤                  │８   
   ┤７ 超反応      ───┐８ │６       ５│ ８┌─── ＪＯＶＡ     １５├    
  ０│              ├──┘         └──┤               │０   
   └８ 鹿島技研     ───┘０             ０└─── ＣＨＡＮＣＥＴＣ １６┘    
 
   ＊１ ７：７ ６７：６２ ＊２ ７：６ ＊３ ５７：５６ 

１４ 部 担当 徳 丸 豊 
042 (325) 9282 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ    

 
   ┌１ グリーンエイダ  ───┐１             １┌─── フィーバー     ９┐    
   │              ├──┐         ┌──┤               │６   
  ３│２ ＹＡＭＡＴＥーＢ ───┘７ │５       ５│ ７└─── むつごろう    １０├    
   ┤                 ├──┐   ┌──┤＊１                │２   
  ５│３ ＧＴ       ───┐７ │３ │５ ５│ ３│ ２┌─── コニカミノルタＤ １１┘    
   │              ├──┘  │   │  └──┤                    
   └４ デライトＴＣ   ───┘１    │３│５│    ６└─── チーム６０Ｂ   １２    
                        ├─┴─┤   
   ┌５ とえてに     ───┐２    │   │    １┌─── ラケッターズＢ  １３┐    
ＤＥＦ│              ├──┐  │   │  ┌──┤               │    
   ┤６ フェアリーＣ   ───┘６ │８ │   │ ２│ ７└─── ホッヂボッヂ   １４│８  
   │                 ├──┘３ ３└──┤                  ├     
   └７ アバンセＤ    ───┐  │０       ６│ ８┌─── ＴＴＢ      １５│０  
                  ├──┘         └──┤               │    
    ８ ＴＴＣ      ───┘ＤＥＦ           ０└─── アドバンス    １６┘    
 
  

１５ 部 担当 徳 丸 豊 
042 (325) 9282 

 
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ        

 
   ┌１ 日本電子Ｂ     ───┐２              ┌─── ルネサス武蔵Ｂ   ９┐  
  ７│              ├──┐         ┌──┤               │０ 
   ┤２ Ｇ―Ｓｐｉｒｉｔ ───┘６ │８       ４│ＷＯ└─── ロビング     １０├  
  １│                 ├──┐８ ５┌──┤＊２                │８ 
   └３ 鉄道総研Ｂ    ───┐２ │０ │   │ ４│ １┌─── シチズン時計Ｂ  １１┘  
                  ├──┘  │６ ２│  └──┤                  
    ４ Ｔ－ＳＴＡＲＴ  ───┘６    │ │ │    ７└─── 日野自動車Ｂ   １２  
                          ├─┴─┤   
    ５ オリンパスＣ   ───┐Ｄｅｆ  │   │    ３┌─── 東京チャンポン  １３┐  
                  ├──┐  │   │  ┌──┤               │５ 
   ┌６ アバンセＣ    ───┘  │８ │   │ ５│ ５└─── リオン      １４├  
   │                 ├──┘０ ３└──┤                  │３ 
   ┤７ 錦朝ＴＣＢ    ───┐４ │０       ３│ ２┌─── チームＳｈｉｇｅ １５┘  
ＤＥＦ│            ＊１├──┘         └──┤                  
   └８ コニカミノルタＣ ───┘４             ６└─── 日立国分寺    １６  
 
   ＊１ ８：７ ＊２ ８：７ 



  

  

  

  

１６ 部 担当 徳 丸 豊 
042 (325) 9282 

 
０Ｒ １Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ ＳＦ ２Ｒ １Ｒ ０Ｒ 

   
     １ ＫＵＮＩＮＤＯ  ───┐２             ６┌─── ＢＳＷテニス部  １５  
                   ├──┐         ┌──┤  
     ２ ＢＹＥ     ──┐ │６ │         │ ２│ ┌── ＢＹＥ     １６  
                 ├─┘  │         │  └─┤  
     ３ 昭島ＴＣＣ   ──┘    │５       ３│    └── テセック    １７  
                      ├──┐   ┌──┤  
     ４ ワンダーランド ──┐    │３ │１ ６│ ５│    ┌── シチズン時計Ｃ １８  
                 ├─┐  │  │   │  │  ┌─┤  
     ５ 高幡ＴＣＣ   ──┘ │０ │  │   │  │ １│ └── ＢＹＥ     １９  
                   ├──┘  │   │  └──┤  
     ６ ＢＹＥ     ──┐ │８    │   │    ７│ ┌── ＢＹＥ     ２０  
                 ├─┘     │５ ３│     └─┤  
     ７ ＴＭＴＣ    ──┘       │ │ │       └── ＹＵＦＳＣ   ２１  
                         ├─┴─┤   
     ８ 福生テニス愛好会──┐       │   │       ┌──ＨｉｔＰｏｉｎｔＢ２２  
                 ├─┐     │   │     ┌─┤  
     ９ ＢＹＥ     ──┘ │１    │   │    ４│ └── ＢＹＥ     ２３  
                   ├──┐  │   │  ┌──┤＊１ 
    １０ 鉄道総研Ｃ   ──┐０│７ │  │   │  │ ４│６┌── エステート立川 ２４  
                 ├─┘  │  │   │  │  └─┤  
    １１ ＳＴファミリーズ──┘８   │７ │   │ ８│   ２└── ＨＯＹＡ八王子 ２５  
                      ├──┘７ ２└──┤           
    １２ ＤＥＣ ＴＣ  ──┐    │１       ０│    ┌── 秋川ＴＣＢ   ２６  
                 ├─┐  │         │  ┌─┤  
    １３ ＢＹＥ     ──┘ │１ │         │ ０│ └── ＢＹＥ     ２７  
                   ├──┘         └──┤  
    １４ アロカＴＣ    ───┘７             ８└─── ＥＡＳＴＷＥＳＴＢ２８  
  

   ＊１ ７：６ 

  

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）  


	100_1-16results
	団体戦表紙2014秋表紙全結果
	団体戦表紙2014秋裏表紙
	100_1-16
	1-3.pdf
	4-6.pdf
	7-9.pdf
	10-12.pdf
	13-15.pdf
	16.pdf


	16

