
令和1年11月23日

春日部市テニス協会

　　１． 開　催　日 ：　令和元年１２月７日（土）　　　予備日：１２月１４日（土）

２． 集合時間 ：　全員  ８時４５分集合

　　３． 種目および ：　Ａクラス  ～  谷原コート

場所 ：  Ｂクラス  ～  エントリー数が規定に達せず中止

：  55歳以上のクラス  ～  大沼コート

　　４． 試合形式 ：　３～４チームブロックによるリーグ戦（２試合）後、決勝トーナメント

         Ａクラスはリーグ戦1・2位トーナメントおよび3・4位トーナメント

         55歳以上のクラスは、全チームによるトーナメント

    ６ゲーム先取  ノーアドバンテージ方式(全試合）

    但し、コート使用時間制限等により試合方法を変更することもある。

    欠場者が多数出た場合、ドローを組み変えることもある。

★ 当日、谷原コートのみ使用不可の場合、順延し、原則、予備日(12/14）に実施する。

   場所 ・集合時間については、改めて協会ウェブサイトで案内する。 

★ すべてが順延になった場合は、予備日（12/14）にそのままのコート・集合時間で実施する。

　　５． 練      習 ： 各試合のアップはサービス４本のみとする。

　　６． 使　用　球 ：　セントジェームス

　　７． 審判方法 ：　セルフジャッジ方式

８． 参　加　料 ：　３，０００　円／一組（当日徴収）

９． 雨　天　時 ：　当日会場にて確認願います。（電話等による問合せは不可）

　１０． そ　の　他 ： 　

①参加申し込み後、試合を辞退された場合でも参加費を申し受けます。

②メンバー変更を当日受付時まで認めますが、２人ともの変更は不可。

③試合当日、選手の皆様に会場の準備及び片づけのお手伝いをお願いしますので、

   ご協力をよろしくお願いいたします。

　１１． 大会担当 ：　ディレクター  ～   関  大輔

：  レフェリー    ～   谷原－関　大輔、      大沼－吉田　忠典

：　担当クラブ   ～  テニスハウスfun 、 レッズウェーブテニスクラブ

以上
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年末ダブルス大会  春日部会場（混合ダブルス）

Aクラス 会場：谷原 全員８時４５分集合

Aブロック Eブロック
A１ A２ A３ 勝－負 順位 E１ E２ E３ E４ 勝－負 順位

米倉　靖行 レッズ 白子　邦明 アルト

原　菜月 ダボ 小池　絵理 武里

斎藤　重治 レッズ 佐藤　誠 パワフルズ

寺島　理恵 レッズ 宮本　祐子 パワフルズ

小林　雄一 トコロテン 小楠　康紘 レッズ

神　葉子 トコロテン 菅澤　理恵 レッズ

西澤　洋人 レッズ

石井　美幸 レッズ

Bブロック Fブロック
B１ B２ B３ 勝－負 順位 F1 F2 F3 F4 勝－負 順位

長谷川　幸太 武里 糸井　大典 アルト

谷利　麻理子 武里 川渕　奈穂 春硬

今村　隆文 フジ 春日　敏雄 中野

堀本　陽子 春硬 山口　美幸 トコロテン

佐藤　喜紀 レッズ 古谷　翔 レッズ

清水　美晴 レッズ 栗原　法子 レッズ

山木　啓一郎 fun

山木　真知子 fun

Cブロック Gブロック
C１ C２ C３ C４ 勝－負 順位 G１ G２ G３ G４ 勝－負 順位

清水　謙 武里 藤本　勇二 レッズ

伊藤　史子 MAX 渡邉　和子 レッズ

相楽　有三 トコロテン 藤井　俊輔 中野

相楽　陽子 トコロテン 三ツ橋　亜季子 中野

金子　智哉 レッズ 加藤　稔 パワフルズ

栗屋　淳子 レッズ 野村　由華 レッズ

森田　伸康 F4 伊東　健一 トコロテン

名倉　富美子 F4 鈴木　恵 レッズ

Dブロック
D1 D2 D3 D4 勝－負 順位 各リーグ2試合。

日高　誠 レッズ その後各リーグの1,2位と3,4位に分かれ、トーナメントを行う。
山本　美恵子 レッズ 全試合6ゲーム先取ノーアドバンテージのセルフジャッジ。
田中　信介 トコロテン 40-40になった場合、サーバーが男性の場合は男性同士、女性の場合は女性同士でサイドを選択。
田中　優子 トコロテン 各試合アップはサービス4本のみとする。
豊田　裕光 ルネサンス 各リーグの順位は、①勝率、②同率の場合、直接対決の勝者、直接対決がない場合は得ゲーム率、
板垣　かおり 中野 ③それでも同率の場合はジャンケン、で順位を決定する。
鎌田　朋浩 トコロテン 谷原会場はボール10缶(うち3缶予備)
河野　智恵 レッズ 各選手1Rのみニューボールで試合を行い、以降はセットボールを取り扱う。

ボールをロストした場合はニューボールと交換する。
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対戦順

Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ Cｺｰﾄ Dｺｰﾄ Eｺｰﾄ Fｺｰﾄ Gｺｰﾄ

1R A1-A2 B1-B2 C1-C2 D1-D2 E1-E2 F1-F2 G1-G2
2R A2-A3 B2-B3 C3-C4 D3-D4 E3-E4 F3-F4 G3-G4
3R A1-A3 B1-B3 C1-C3 D1-D3 E1-E3 F1-F3 G1-G3
4R -------- -------- C2-C4 D2-D4 E2-E4 F2-F4 G2-G4



決勝上位トーナメント

1位・２位トーナメント ３位・４位トーナメント

令和元年度　　年末ダブルス大会　　春日部会場(混合ダブルス)

Bクラス

エントリー数が規定に達せず  「中止」
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年末ダブルス大会  春日部会場（混合ダブルス）

55歳以上のクラス 会場：大沼 全員８時４５分集合

Aブロック Bブロック
A1 A2 A3 A4 勝－負 順位 B1 B2 B3 勝－負 順位

芦田　秀史 パワフルズ 高橋　正仁 パワフルズ

柴田　真由子 パワフルズ 植木　寿子 パワフルズ

柳沢　篤 レッズ 山下　秀夫 レッズ

高木　智子 レッズ 山田　昌子 レッズ

松林　繁 F4 郡嶋　政司 ダボ

小澤　眞由美 F4 戸枝　よし江 F4

田口　伸也 春硬

曽我　智子 春硬

Cブロック
C1 C2 C3 勝－負 順位 各リーグ2試合。

川上　由雄 パワフルズ その後は全員参加のトーナメントを行う。
中村　寿子 パワフルズ 全試合6ゲーム先取ノーアドバンテージのセルフジャッジ。
鈴木　哲也 レッズ 40-40になった場合、サーバーが男性の場合は男性同士、女性の場合は女性同士でサイドを選択。
木下　真理 レッズ 各試合アップはサービス4本のみとする。
彦野　義明 武里 各リーグの順位は、①勝率、②同率の場合、直接対決の勝者、直接対決がない場合は得ゲーム率、
黒河　美幸 ブルー ③それでも同率の場合はジャンケン、で順位を決定する。

谷原会場はボール10缶(うち3缶予備)
各選手1Rのみニューボールで試合を行い、以降はセットボールを取り扱う。
ボールをロストした場合はニューボールと交換する。

決勝トーナメント
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対戦順

Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ Cｺｰﾄ

1R A1-A2 B1-B2 C1-C2
2R A3-A4 B2-B3 C2-C3
3R A1-A3 B1-B3 C1-C3
4R A2-A4 -------- -------


