
２０２1年 ２月２０日

理事長 有馬 克式

【Ⅰ】八幡市三大大会

（1）第4３回八幡市市長杯争奪テニス大会

●５月１0日（日）：男子ダブルス・女子ダブルス・シニア団体

予備日：６月7日（日） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面 １７時まで）

実行委員長 ： 黒川 実行委員 ：山本、森川

●５月１7日（日）：初中級男子ダブルス・初中級女子ダブルス

予備日：６月１4日（日） （Ａ～Ｄ ４面18時、ＥＦ２面 １７時まで ）

実行委員長 ： 有馬 実行委員 ：三輪、佐野(予備日松田）

●５月２４日(日) ：初中級ミックスダブルス、壮年ダブルス(参加資格：本年末45歳以上)

予備日：６月２１日（日） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面 １７時まで）

実行委員長 ： 藤本 実行委員 ：森、竜門

（２）第３６回八幡市民総合体育大会テニス大会 場所：市民スポーツ公園テニコート

●９月 ６日（日）： 男子ダブルス、女子ダブルス、Ｂ級男子ダブルス

予備日：９月２２日（祝火） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面 １７時まで）

実行委員長 ： 黒川 実行委員 ：山本、森川

●９月１３日（日）：ミックスダブルスＡ級、100歳ダブルス、Ｂ級女子ダブルス

予備日：９月 2７日（日） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面 １７時まで）

実行委員長 ： 藤本 実行委員 ：佐野、巌

〔成 績〕

男子ダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位

1 ・ 2 位ブロック 山本周佑・藤本亘乃 牧野 聡・窪ノ内悠志 山下英太郎・橋詰裕士 宮脇貴士・米山雅紀

３位ブロック 太田好祐・細川拓也

１００歳ダブルス
優勝 準優勝 第３位 第４位

1位・ 2 位ブロック 太田好祐・山本周佑 大家正己・市川健次 橋詰裕士・富士野大輔 横山精光・福田剛史

３・４位ブロック 辻田一匡・尾保手 浩 三宅晴督・佐々木義則 熊野浩之・南部誠司 永松 勉・溝口 衛

女子ダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位

1 ・ 2 位ブロック 有馬正代・杉本まゆみ 西本直美・竹村愛実 西浦 睦・佐野千夏 松尾 光・小松和恵

3位ブロック 西山優子・豊原知佳子
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ミックスダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位

1 ・ 2 位ブロック 塚本英雄・西山優子 青木一雄・河原由美子 浅田芳弘・浅田花梨 野本卓司・小島麻里

３・４位ブロック 高木裕二・大西美保 上田吉郎・豊原知佳子 田村栄城・田村圭子 原田茂樹・原田尚子

B級男子ダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位

1 ・ 2 位ブロック 弓田啓貴・上谷真也 青木茂夫・龍野 司 仲村幸高・松田剛幸 東吉明・上田吉郎

3位ブロック 高橋和人・宿利冬意 岩崎真哉・高木 尚

B級女子ダブルス 優勝 準優勝 第３位 第４位

1 リーグ 水津明美・福井三智子 柴田宣子・久保美保 萩森京子・藤本洋子

（３）第２９回理事長杯チーム対抗テニス大会 場所：市民スポーツ公園テニコート

●１０月２５日（日）：６部A/B、7 部 予備日：１1 月２２日（日） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面 １７時まで）

実行委員長 ： 黒川 実行委員 ：白井、竜門

●１１月 １日（日）：４部、５部 A/B、 予備日：１１月２３日（祝月） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面１７時まで）

実行委員長 ：松田 実行委員 ：森、大家

●１１月１５日（日）：１部、２部、3部 予備日：１１月２９日（日） （Ａ～Ｄ４面１８時、ＥＦ２面１７時まで）

実行委員長 ： 井上 実行委員 ：三宅、巌

●１２月１３日（日）：チーム対抗入替戦 8部 予備日：１２月２０日（日） （Ａ～Ｄ４面１６時）

実行委員長 ： 黒川 実行委員 ：有馬

2020年理事長杯結果

①チーム名 ②チーム名 ③チーム名 ④チーム名 ⑤チーム名

１部 オーシャンズＭ ＷＩＺＡＲＤ ＮＵＡＧＥ トリッキーズ

２部 Woods＆Bonita キノピオ 庭友会 ミネラル HTC

３部 ＳＡＮＳＨＩＲＯ心 マリノクラブ V オーシャンズ L&M SORA 迷Q会

４部 TEAM-U 美女と召使い ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ‘Ｓ 庭友会Ｌ

５部

Ａ 犬の床屋さんゆず ビタミン ネイバーズ 白一点

Ｂ アルファ らんちゅうクラブ 庭友会Z ミネラルⅡ

６部

Ａ ティーパーティⅡ E&L フォーシーズンＺ ＳＡＮＳＨＩＲＯ月

Ｂ ティーパーティⅠ SANSHIRO光 SANSHIRO花 八幡テニス商会

７部 Ｚ倶楽部 ＡＺ ジョイフル３ コスモ team レック

８部

Ａ キングボンビー 亀虫ファイターズ ウィンディーズ

B SANSHIRO青 Team Devil キノピオ JB



【Ⅱ】府民総体関係

■ 市町村交流マスターズ大会

期日：6月 13日(土） 14日（日）

場所：京丹後市峰山総合公園テニスコート

■ ８市町交流戦（八幡市、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、精華町、宇治田原町、久御山町）

期 日：８月９日(日) １２市町村参加 場 所： 太陽ヶ丘

参加選手：監督 西嶋政勝 助監督 山本和子

男子：有馬・大家・西嶋・吉住・中本・宮脇・牧野

女子：佐野・牟田・東・塔本

■ 第４３回京都府民総合体育大会

期 日：１０月 2５日（日） 場 所：山城総合運動公園

12市町村による交流大会として開催

参加市町村：八幡市・京都市・京田辺市・木津川市・舞鶴市・京丹波町・宇治市・宇治田原市・長岡京市・精華町

亀岡市・城陽市

監督：西嶋政勝 助監督：山本和子

参加選手 ：男子：牧野聡・宮脇貴士・松田典明・西嶋政勝・大家正己・有馬克式

女子：塔本のぞみ・東恵・杉本まゆみ・牟田靖子・佐野千夏

【Ⅲ】YAWATA フレンドリーテニス大会

第２６回春季大会 ：５月１４日（木） 予備日：５月２１日（木） （Ａ～Ｄ４面 15時まで）

第２6回秋季大会 ：１０月 ８日（木） 予備日：１０月１５日（木） （Ａ～Ｄ４面 15時まで）

場 所 ： 市民スポーツ公園テニスコート

実行委員 ： 白井

【Ⅳ】八幡市体育協会各種行事参加関係

1 八幡市民総合体育大会開会式参加「５月 31 日（日）

参加者：理事全員

●当日開会式の駐車場誘導係約２名 ：

※開会式終了後、市民総体開幕親睦大会を開催 １３時から１７時まで （コート４面： Ａ～Ｄ ）

親睦大会当日、テニスクリニックも併用して開催(対象者：初級から上級まで)

・クリニック対象者：協会役員、協会会員、八幡市民総合体育大会開会式参加者

2 体協研修会（熱中症予防他）・・・７月初旬 ：有馬、

3 町かどゴミゼロの日・・・９月 1３日（日）予定・・・テニス大会参加者全員（試合開始前）

4 市民マラソン大会走路誘導係・・１２月 6日（日）

理事：大家、松田、三宅、白井、三輪、森、森川

5 スポーツ交流会・・・・２０２０年 2月中旬予定

理事：松田、白井、佐野、巌、竜門、大家
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