
月日 種目 会場 開始時間 ブロック名 リーグ戦・本戦 運営委員
12月7日 運動公園（12面） ９時 （一般） ※リーグ戦は、最初の試合で 市役所

（土） A2.3～E2.3 負けたチームが次の試合を行う。 霞ヶ関

PTC

10時 （一般） ※リーグ戦後、１位グループ～

女子 A1～E1 ３位グループまでクジ引きをし、 須賀 賢司(RU)

９時 (ベテラン) 本戦トーナメントを行う。

A2.3～D2.3

10時 (ベテラン)

A1～D1

12月8日 運動公園（１２面） ９時 （一般） ※リーグ戦は、最初の試合で ﾗﾌﾞｵｰﾙ

（日） A2.3～C2.3 負けたチームが次の試合を行う。 HKクラブ

Dブロック全員

10時 （一般） ※リーグ戦後、１位グループ～

男子 A1～C1 ３位グループまでクジ引きをし、 須賀 クニ子(RU)

９時 (ベテラン) 本戦トーナメントを行う。

A2.3～C2.3

Dブロック全員

10時 (ベテラン)

A1～C1

12月14日 運動公園（１０面） ９時 ※一般・ベテラン(男女) 名細

（土） 男女 １位～３位グループ 新井邦明(RU)

残り試合

12月15日 運動公園（８面） ９時 霞ヶ関

（日） 男女 予備日 須賀 クニ子(RU)

受　付　　　・ チーム全員揃ったところから、指定時刻までに本部に出席を届けること。選手変更がある場合は、

　　　　　　　・ リーグ戦は６ゲーム先取（セミ・アドバンテージ）。

　　　　　　　・ セルフジャッジなので、サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアを

　　　　　　　　 トーナメントを行う。また４ﾁｰﾑのブロックは、3位と４位が３位グループのクジを引く。但し予選で戦っ
そ の 他   ･ 各ブロック内で予選リーグを行う。その結果ブロック内の１位、２位、３位のチームは、それぞれの本戦

　　　　　　　　 ６名登録の団体は、２名変更可。７名登録は、１名変更可。８名登録は変更不可とする。

              ・　リーグ戦における順位は、公式トーナメント競技規則に基づいて決定する。

　　　　　　　　 変更できる選手は協会登録選手に限る。

　　　　　　　・ 出場選手はメンバー表に記されている６～8名を正式登録選手とする。試合当日、朝の受付時のみ

  たチームと１回戦で当たる場合は、空きがある場合に限り、もう一度クジを引き直すことができる。

開催会場

使 用 球   ･ ブリﾁﾞストン・ＸＴ８とする。

審　判　　　・ 会場に１名のロービングアンパイアがいます。　

《団体対抗戦》　注意事項と試合方法

　　　　　　　　 その時に行うこと。遅れた場合は棄権となります。
天　候　　　・ 雨天の場合でも試合を行うことがあります。その場合受付をしていないチームは棄権となります。
試合方法　・ 一般、ベテラン(５０歳以上)とも同じとする。

　　　　　　　 　トーナメントは１セットマッチ（セミ・アドバンテージ　６オールタイブレーク方式）とする。

　　　　　　　　 アナウンスする。
　　　　　　　・ 『アウト』『フォールト』のコールは、相手にハッキリと分かるように声とハンドシグナルで行う。
試合前の練習　・サービス４本

服　装　　　・ テニスウェア着用のこと（Ｔシャツの着用は認めません）
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　　　　　　　・ 会場内・通路・駐車場での、ボール及びラケットを使用しての練習は禁止です。
　　　　　　　・ ユーズドボールは、１缶１００円で販売します。

　　　　　　　　ディレクター　：　盛田　雄治
　　　　　　　　レフェリー　　：　須賀　クニ子
　　　　　　　　大会運営団体及びＲＵ　：日程表参照

　　　　　　　・ その他の規則は、日本テニス協会規則に準ずる。

　　　　　　　・ ３ペア揃っている対戦の場合、１、２番手の結果如何にかかわらず最後のペアまで行う。
　　　　　　　・ １チームの人数が６名に満たない場合は、２ペアでも対戦を可とする。その場合オーダー表には
　　　　　　　　 Ｎｏ１、Ｎｏ２を記入しＮｏ３は棄権としスコアは０－６とする。
　　　　　　　　 また、両チームとも２ペアの対戦で１－１で、取得ゲーム数も同じ場合は、各チーム代表３名による

　　　　　　　・また今年から３位決定戦は行いません。賞品も１位グループ～３位グループまでの、優勝・準優勝
　　　　　　　　のみといたします。

２０１９

運動公園より　・ 置き引きが多発しています。貴重品の管理は各自十分にお願いします。

大会役員
　　　　　　　　大会会長　 　：  川尻　康夫

　　　　　　　　 ジャンケンにて勝者を決める。

　　　　　　　　　・ ゴミは各自お持ち帰りください。
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Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Eブロック
A1. あさき B１．あさき C1．遊乗会 D１. あさき E1．ﾃﾆｽﾅｯﾂ

ｽﾅｲﾊﾟｰ ﾌﾟﾘｷｭｱⅡ 梅 ６レンジャー ｽｰﾊﾟｰｴﾅｼﾞｰ

A2. 東洋組 Ｂ2．庭球塾 C2．ﾗﾌﾞｵｰﾙ D2. ラピス E2. あさき

チコちゃんと仲間たち ﾌｧﾆｰｽﾞ 山口組

A3．ラピス B3．名細 C3. あさき D3．HKｸﾗﾌﾞ E３. ラピス

ﾌｧﾝｷｰｽﾞ NGW ビューティー6 ふゆぞら 杏ガールズ とるぞ～

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック
A1．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ B1．あさき C1. ﾃﾆｽﾅｯﾂ D1. ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

ﾘﾄﾙﾁｬﾛ キャンディキャンディ ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬｰｼﾞ ﾘﾄﾙﾘﾘｰｽﾞ

A2. あさき B2．遊乗会 C2．遊乗会 D2. 名細

ｻｸﾗﾚﾃﾞｨ 松 竹 ﾐﾗｸﾙ6

A3．Poco B3．HKｸﾗﾌﾞ C3．あさき D3. あさき

ﾋﾞｵﾗ りんごちゃん ﾗｯｷｰS(ｽﾞ) ｼｬｲﾝﾚﾃﾞｨｰｽ

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Dブロック
Ａ１．あさき B1．東洋組 C1．あさき D1．ﾃﾆｽﾅｯﾂ

ﾚﾝｼﾊﾞ かにくりぃむころっけ ﾌﾞﾝﾌﾞﾝ ﾃﾆｽﾅｯﾂ

Ａ2．石井TA Ｂ2．HKｸﾗﾌﾞ C2. 市役所 D2. あさき

ONE TEAM I あきらめんず ﾁｰﾑA なべﾁｷﾝ

Ａ3. ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ Ｂ3．PTC C4. 庭球塾 D3．三芳野

ﾌﾚｱｽﾀｯｸ 『pio SIX』ﾊﾟｲｵｼｯｸｽ ｼﾞｬｯｶﾙ

D4. 遊乗会

絆

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Dブロック
A1．名細 B１．あさき C1．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ D１. 名細

人材足りてます ﾔｷﾞﾏﾁ ﾘﾄﾙホークス 人材不足

A2. 庭球塾 B2. 名細 C2．あさき D2．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

ﾜﾝﾁｰﾑ グｯﾄﾞﾒﾝ 昭和ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ リトルﾔﾝｷｰｽ

A3．HKｸﾗﾌﾞ B3．遊乗会 C3．名細 D3．ﾗﾋﾟｽ

心ちゃんズ OTC ﾛｲﾔﾙｽﾞ 初雁

D4．遊乗会

ﾓｱ

令和元年度団体対抗戦ドロー表

女子の部（一般）（Ａ～Eブロック） 運動公園（１２面）

男子の部（一般）（Ａ～Dﾌﾞﾛｯｸ）運動公園(１２面)

（ベテラン）（A～Dブロック）運動公園(１２面)

（ベテラン）（A～Dブロック） 運動公園(１２面)
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Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Eブロック
A1. あさき B１．あさき C1．遊乗会 D１. あさき E1. ﾃﾆｽﾅｯﾂ

ｽﾅｲﾊﾟｰ ﾌﾟﾘｷｭｱⅡ 梅 ６レンジャー ｽｰﾊﾟｰｴﾅｼﾞｰ
中石 理恵 岡崎 成美 須田 真由美 髙野 春美 宮下 亜紀子
福士 由夏 荒井 里夏 金子 由美子 栗原 裕子 児島 壽子
米原 恵子 鈴木 真弓 江口 千佳子 足立 千明 青木 明子

上原 千鶴子 内田 典子 松岡 朋子 水越 由美子 神保 佐知子
和久井 道代 片岡 美千子 佐々木 ゆり 早津 美智世 安田 紘子
小倉 順子 谷島 今日子 窪谷 佳子 林 登茂子 宮下 華子

A2. 東洋組 Ｂ2．庭球塾 C2．ﾗﾌﾞｵｰﾙ D2. ラピス E2. あさき
チコちゃんと仲間たち ﾌｧﾆｰｽﾞ 山口組

高橋 絢子 新井 亜由子 千葉 まゆみ 安藤 清美 小林 弘美
小林 茉央 新井 和子 須藤 珠美 池辺 八重子 松本和美
星野 有希 池上 裕美子 林 涼子 尾澤 昌美 青木 正美
土田 結依 大越 理恵 鈴木 淑江 梅本 由美子 長岐 美智子

岩田 亜里紗 高梨 由美 有水 恵美 浅野 真美子 権田 香織
箕畑 美砂 高野 知子 高橋 泰子 森田 一世 山口 珠映
島田 成華 和田 治子 柴崎 留美子
渡辺 円花 井上 舞子

A3．ラピス B3．名細 C3. あさき D3．HKｸﾗﾌﾞ E３. ラピス
ﾌｧﾝｷｰｽﾞ NGW ビューティー6 ふゆぞら 杏ガールズ とるぞ～
鎌田 尚子 大場 直美 森永 京子 山越 典子 齋藤 知代
仙波 浩子 屋野 弘子 平田真弓 皆川 浩子 齋藤 直美

荒木 千可子 粕谷 洋子 林 恵美 田島 啓子 山口 孝子
小俣 寛子 澤田 梢 山内 圭子 石曽根 綾子 山口 莉奈
前田 弘子 宮原 千恵子 岩崎 百合枝 羽生田 杏 川嶋 葵
伊藤 隆子 村上 廣子 時田 真理子 羽生田 美津枝 川嶋 ちはる

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Dﾌﾞﾛｯｸ
A1．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ B1．あさき C1.ﾃﾆｽﾅｯﾂ D1.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

ﾘﾄﾙﾁｬﾛ キャンディキャンディ ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬｰｼﾞ ﾘﾄﾙﾘﾘｰｽﾞ
吉川 政子 上野 明子 長畑 淳子 間美紀子
金子 潤子 大美賀 由季子 小野 好子 佐伯 映子
鈴木 恭子 佐々木 美恵 浜中 則子 石田 雅代
土屋 玲奈 佐藤 幸子 安達 美智子 小原 喜代美

邊見 つえ子 手塚 礼子 横田 恵美子 林 初江
古市 祐美 森園 紀子 塩野 幸恵子 熊田 信子
澤田 保子

A2.あさき B2．遊乗会 C2．遊乗会 D2.名細
ｻｸﾗﾚﾃﾞｨ 松 竹 ﾐﾗｸﾙ6
今川 静枝 松津 京子 中村 優子 岡部 静子
細谷 典子 磯村 晴美 天沼 早苗 笠原 礼子
石渡 順子 前川 園枝 滝口 后子 須田 千香子
若菜 陽子 高崎 恵美子 冨松 寿恵 岡本 やす子
田家 弘美 浅野 文子 土田 志摩 藤岡 まゆみ
林 慶子 忽滑谷 千秋 栄楽 恵以子 美代川 真弓

中尾 修子
A3．Poco B3．HKｸﾗﾌﾞ C3．あさき D3.あさき

ﾋﾞｵﾗ りんごちゃん ﾗｯｷｰS(ｽﾞ) ｼｬｲﾝﾚﾃﾞｨｰｽ
山口 ｷｸｴ 江面 しげる 森谷 美由㐂 新島 豊子
足立 京子 高橋 和子 福田 晴江 福田 幸子
有川 一子 中田 裕子 角 由美 金子 富美子

有賀 嘉代子 細谷 千鶴子 菊池 聡子 光村 典子
前川 ふじ江 森屋 貞子 堀江 美保子 落合 佳子
北沢　裕子 高木 裕美子 諸田 浩子 山脇 澄江

小峯 礼子

女子の部（一般）（Ａ～Eブロック）　運動公園(１２面)

団体対抗戦メンバー表　

女子の部（ベテラン）（Ａ～Dブロック） 運動公園(１２面)
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Ａブロック Bブロック Cブロック
Ａ１．あさき B1．東洋組 C1．あさき D1．ﾃﾆｽﾅｯﾂ D3．三芳野

ﾚﾝｼﾊﾞ かにくりぃむころっけ ﾌﾞﾝﾌﾞﾝ ﾃﾆｽﾅｯﾂ
石関 皓 古口 裕康 湧川 朝久 馬場 智之 八谷 美一

細谷 柊生 高塚 奨 加藤 竜太 大高 裕行 古田 武夫
福原 秀樹 辻 雅樹 上原 浩路 加藤 和昭 松田 直也
山内 碧海 金子 陽平 長谷部 健二 千葉 修 松原 智哉
佐藤　慶 田丁 智次郎 市野 武寛 土屋 祐樹 関野 祐介

小倉 雅弘 白井 章大 石井 誠 沢井 誠 若尾 歓
赤井 宏至 大川 正人
岡本 雄祐 増田 豊

Ａ2．石井TA Ｂ2．HKｸﾗﾌﾞ C2. 市役所 D2. あさき D4. 遊乗会
ONE TEAM I あきらめんず ﾁｰﾑA なべﾁｷﾝ 絆
斉藤 陽吾 高谷 真 鈴木 匠 渡辺 誠 藤島 翔太郎
松橋 彰 豊田 裕昭 大橋 秀紀 戒能 隆洋 江頭 秀一

小野澤 文武 高部 夢宙 中村 剛 清水 芳則 堀江 樹
川田 将也 野口 翔世 新井 邦明 小堀 裕二 須田 泰地
川崎 一乃 高木 伸和 野辺 淳平 小泉 久志 森 俊平

政田 健一郎 石曽根 健 三瀬 勇輝 柳瀬 廣行 住岡 浩武
遠山 雅彦
池原 誠人

Ａ3. ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ Ｂ3．PTC C4. 庭球塾
ﾌﾚｱｽﾀｯｸ 『pio SIX』ﾊﾟｲｵｼｯｸｽ ｼﾞｬｯｶﾙ
高橋 玲太 村上 千広 宮園 廣美
門倉 礼次 竹内 和己 進 正則
玉柳 雅弘 河本 正史 小藤 清孝

藤澤 英一郎 入間川 真 塩野谷 雅騎
尾崎 健一 山主 誠司 栗原 喬
木下 成史 篠原 勇 須賀 昭仁

土屋 大樹 本山 誠
橘 一勝

Ａブロック Ｂブロック Cブロック
A1．名細 B１．あさき C1．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ D１. 名細 D3．ﾗﾋﾟｽ
人材足りてます ﾔｷﾞﾏﾁ ﾘﾄﾙホークス 人材不足 初雁

長野 誠 近藤 光也 松本 晋治 安藤 昌裕 中山 毅
池上 雅人 福士 秀悦 西川 勝行 浜口 倶光 有山 誠一
三浦 浩一 後藤 俊夫 松本 孝 黒須 晴美 柴田 健治
大沢 隆男 浜中 義治 有賀 耕司 川村 陽介 鈴木 嘉博
須賀 賢司 池田 次男 吉田 和雄 宮﨑 恒雄 南房 秀明

吉田 幸太郎 田家 達也 島垣 純 東郷 忠明 宮下 明聡
亀田 一意

A2. 庭球塾 B2. 名細 C2．あさき D2．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ D4．遊乗会
ﾜﾝﾁｰﾑ グｯﾄﾞﾒﾝ 昭和ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ リトルﾔﾝｷｰｽ ﾓｱ

合田 一雄 山脇 良二 北本 憲司 澤田 一成 松岡 慎一
秋谷 三四八 森屋 国男 高倉 健二 新井 邦夫 中山 秀樹
石井 志郎 松下 好友 大庭 茂樹 松元 隆夫 須田 和男
新井 徹 前野 一美 水谷 隆 高橋 進 仙波 嘉紀

羽鳥 圭介 荻野 一郎 横山 健一 並木 克則 飯野 貴浩
仲川 和広 寺西 信一 青木 健 木村 聡 山崎 巧

A3．HKｸﾗﾌﾞ B3．遊乗会 C3．名細
心ちゃんズ OTC ﾛｲﾔﾙｽﾞ
宮﨑 克彦 加藤 文彦 三村 隆治
中田 稔 村木 和重 清水 廣道

小島 英夫 森 昭二 早川 利明
関谷 勝巳 佐々木 修 田井 耕司
古山 成人 川上 泰伸 望月 司郎
合田 教雄 斉藤 浩 金久保 忠

Dブロック

Dブロック

男子の部（ベテラン）（Ａ～Dブロック）　運動公園(１２面)

男子の部（一般）（Ａ～Dブロック） 運動公園(１２面)
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１位の部

1

2

3

4

5

BYE

本戦トーナメントドロー（女子一般）

6

1

２位の部

1

2

3

4

5

6

３位の部

2

3

4

5

6

BYE

BYE
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本戦トーナメントドロー（女子ベテラン）

4

3

4

3

2

３位の部

１位の部

1

2

3

4

２位の部

1

2

1
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D1．ﾃﾆｽﾅｯﾂ

ﾃﾆｽﾅｯﾂ

D2. あさき

なべﾁｷﾝ

D3．三芳野

D4. 遊乗会

絆

１位の部

1

2

3

4

4

6

３位の部

2

3

4

5

本戦トーナメントドロー（男子一般）

運動公園・予選Dブロックの試合

1

２位の部

1

2

3

※Dブロックの３位と４位は、３位の部のクジ
　を引く。

BYE
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D１. 名細

人材不足

D2．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

リトルﾔﾝｷｰｽ

D3．ﾗﾋﾟｽ

初雁

D4．遊乗会

ﾓｱ

3

4

３位の部

1

運動公園・予選Dブロックの試合１位の部

1

2

3

4

6

２位の部

1

2

4

5

2 BYE

※Dブロックの３位と４位は、３位の部のクジ
　を引く。

本戦トーナメントドロー（男子ベテラン）

3
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