
平成２９年度奈良県クラブ対抗テニス大会B級出場制限選手一覧表
（A級への出場は制限がありません。）

奈良県テニス協会
  H 29 6. 18

[参加資格]
（1）奈良県テニス協会加盟クラブ員で、協会にメンバー登録されている者に限る。

（2）B級出場制限選手
　　●特A級資格選手（B級には参加できません。）
　　　・全日本テニス選手権（全日本ベテランは除く）本選・予選出場経験選手
　　　・全日本学生テニス大会本選・予選出場経験選手
　　　・関西学生テニス本選（女子のみ）出場経験選手
　　　・国体県代表経験選手
　　　・過去3年間の朝日レディーステニス全国大会（女子のみ）出場経験選手

　　●A級資格選手（男子・女子1チーム1名出場可、2名以上は自動的にA級に組み入れます。）
　　①関西学生テニス（他の地域で同等レベルあるいは同等以上の大会）の本選・予選出場経験選手（男子のみ）
　　②テニスコーチを職業としている者
　　③過去３年間の県選手権A級単ベスト8・複ベスト4（男子のみ）、県選手権B級単複優勝・準優勝者
　　④過去４年間のクラブ対抗A級優勝・準優勝チーム　過去3年間のベスト4入賞チーム
　　⑤過去４年間のクラブ対抗B級優勝・準優勝チーム　過去2年間のベスト4入賞チーム　　

④ 　男子（過去4年間のクラブ対抗A級優勝・準優勝チーム　過去3年間のベスト4入賞チーム）

年度 順位 加盟クラブ 選　　　　手　　　　名

１位 077　TS奈良 神田、藤井、岩佐、赤城、黒田、中園、窪之内、飯田  　　8名

男 平成25年度 ２位 118　FSP 芝原、西村、尾崎、太田、中西宏、中西伸、平井、永原 　8名

１位 005　ダイヤモンドTC 岡嶋、折高、譲尾、岡本、田淵、嶋田、井上、古川 　　　　8名

子 ２位 056　TN－21 田ノ上、山尾、加藤、谷口、栗原、豊田、淡路　　 　　　　　7名

平成26年度 ３位 077　TS奈良A 神田、藤井、浜田、明城、黒田、中園、青野、窪之内  　　8名

A ３位 077　TS奈良B 向井、河合、川崎、下野、金子、秋山、山下　　 　　  　　　7名

１位 077　TS奈良A 神田、藤井、黒田、中園、青木、明城、永山、窪之内  　　8名

級 ２位 089　ＹＥＬＬ　ＴＡ 今河、澤井、瀧川、古矢、進士、野瀬、佐藤、西垣　 　　　8名

平成27年度 ３位 005　ダイヤモンドTC 青田、岡嶋、譲尾、岡本、田淵、嶋田、古川、榎本 　　　　8名

３位 056　TN－21 1 田ノ上、山尾、栗原、加藤武、加藤訓、豊田、谷口、淡路 8名

１位 089　ＹＥＬＬ　ＴＡ 今河、進士、瀧川、古矢、中尾、高井田、松尾、佐藤　　　8名

３位 059　アンビシャス　Ａ 井上、中瀬、村上、松田、佐古、榎原　　　　　　　　　 　　　6名

平成28年度 ３位 005　ダイヤモンドTC 岡嶋、譲尾、岡本、田淵、嶋田、中川、古川、神谷 　　　　8名

３位 056　TN－21 Ａ 加藤武、加藤訓、山尾、黒田、淡路、谷口、三谷、西林　　 8名

④ 　女子（過去4年間のクラブ対抗A級優勝・準優勝チーム　過去3年間のベスト4入賞チーム）

年度 順位 加盟クラブ 選　　　　手　　　　名

１位 077　TS奈良 A 石川、杉井、亀井、山口、牧浦、三浦、葉山、伊阪    　　　　8名

女 平成25年度 ２位 016　TGK　B 兵頭、山中、永井恭、藤本、永井弘、栗田、久保田、嶋田 　8名

１位 070　フレンズ 道畑、山下、北浦、森岡、山内、庫元、塔本、高田   　 　　　8名

子 ２位 093　チームゴッチ 四方ゅ、四方里、犬嶋、川本、北澤、佐脇、西島、福島　　　8名

平成26年度 ３位 016　TGK　B 山中、兵頭、永井恭、永井弘、藤本、久保田、栗田、大田 　8名

A ３位 016　TGK　A 安井、中村、門地、多田、大東、奥谷、阪口　　 　　　　     　7名

１位 056　TN-21　Ｂ 玉川、渡辺、岡本、鈴木、豊田、黄、田ノ上 　　　   　　 　　　7名

級 ２位 052　奈良国際 松岡恵、上内、中西、霜永、吉岡、松岡春、木平　　  　　　　7名

平成27年度 ３位 056　TN-21　Ｃ 細田、金水、田守、米田、板井、西浦 　　　　　　　　 　　　　　6名

３位 093　チームゴッチ 川本、西島、池田、佐脇、犬嶋、四方ゅ、四方里、福島　　　8名

１位 056　TN-21　Ａ 玉川、田ノ上、渡辺、岡本、鈴木、山中、黄、松本　  　 　　　8名

２位 035　ルーセント奈良 奥村、住友、鈴木、石川、伊丹、佐藤　　　　　　　　　  　　　　6名

平成28年度 ３位 087　Ｏ‘ｓ 佐竹、山田、牧野、磯辺、片山、木本、奥 　　 　　　 　　　　　7名

３位 001　学園前ローンＴＣ田辺、上部、堀、原田、清水、伊田、村井、奥田　 　　　　　　8名

（次頁あり）
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⑤ 　過去4年間のクラブ対抗B級優勝・準優勝チーム　過去2年間のベスト4入賞チーム
年度 順位 加盟クラブ 選　　　　手　　　　名

１位 056　TN-21　A　 清水、岸本、幸田、新田、林越、上田、松本、木田　  　　8名
男 平成25年度 ２位 056　TN-21　B　 岡本、井上、西浦、南、寺田、山本、棚田、門馬   　　  　8名

１位 112　KREIS 奥村、坂口、山路、飯森、岡、岩田、木下、鍋藤   　　　　8名
子 平成26年度 ２位 016　TGK　 松田、辰巳、横山、山本、岡橋、森田、木村 　　   　　  　7名

１位 069　ベアーズＴＣ 大馬崎、森本、原、丸谷、木本、三浦、木内、橋本  　　　8名
B ２位 009　シャープ　 見米、磯部、笠岡、永久、若生、森田、井上、中村  　  　7名

平成27年度 ３位 高専　奈良高専　Ａ　 山田、阪本、山本、百歩、古賀、橋本　 　　　  　 　　 　 　6名
級 ３位 057　コスパあやめ池 辰巳、黒田、井内、奥野、古川、緒方、坂井、鶴田　　　　8名

１位 026　新庄ＴＣ　Ｂ 中、堀田、秋井、河合、安達、原田、津田、吉田  　 　　　8名
２位 004　秋篠テニスクラブ辻本、松永、服部、藤田、岡田、松岡、待谷　 　　　　　 　7名

平成28年度 ３位 017　テニスクラブ　Ａ・筑波、木村、谷奥、堀江、福本、喜多、河内丸、炭本 　　8名
３位 059　アンビシャス 守屋賢、守屋優、守屋翔、小林、守屋真、守屋孝、守屋星　7名

⑤ 　過去4年間のクラブ対抗B級優勝・準優勝チーム　過去2年間のベスト4入賞チーム
年度 順位 加盟クラブ 選　　　　手　　　　名

１位 001　学園前ローンTC 伊田、上部、神山、木下、田辺、堀内、村井、森澤 　8名
女 平成25年度 ２位 116学園前インターナショナル井上、中島、斉藤、美馬、吉村、木本、小村、三宅 　8名

１位 016　TGK　 岡本、谷本、丸谷、水本、古谷、松浦、木下　　　　 　7名
子 平成26年度 ２位 059　アンビシャス 竹内、川上、黒田、清水、高橋、広瀬　　　　　　　　 　6名

１位 026　新庄テニスクラブ堀田、中、池田、西川、津田、福住、森、吉川　　　 　8名
B ２位 052　奈良国際 灰岡、山本、元川、井村、高橋、松尾、下田　　　　 　7名

平成27年度 ３位 053　香芝インドア　Ｄ 堂下、久米、森岡、松本、日下、坂口、山田 　　　　　7名
級 ３位 011　橿原ローン 枦木、赤田、杉本、木村、坂口、藤原、中谷、福西 　8名

１位 071　エールＴＣ　Ａ　 北浦、松岡、大塚、林、谷田、青山、阪本　　 　　　 　7名
２位 082　生駒レディス　Ｂ1新井、加藤、八木、奥田、下渕、上窪　　　　　　　　 　6名

平成28年度 ３位 053　香芝インドア　Ａ 鈴木、堀井、工藤、鵜飼、岡田、山本、黒松、平山 　8名
３位 053　香芝インドア　Ｄ 坂上、南島、藤野、竹橋、梶本、安田、渡辺　　　　 　7名
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