
日程・注意事項
第１日目

会場
予定 予選リーグ

ベテラン
A.B 9:00 一般

C.D.E.F
一般

スーパーベテラン
A.B

ベテラン
C.D.E

ベテラン

14:00 一般
A.B

スーパーベテラン
C 10:00 スーパーベテラン

　　　　　　　　　予選リーグ戦の順番4名の場合（1-2 → 3-4 → 1-3 → 2-4 → 1-4 → 2-3）
　　　　　　　　　予選リーグ戦の順番3名の場合（1-2 → 2-3 → 1-3）

【注意事項】
1.選手は所定時間の10分前までにプレーのできる準備をして受付に届け出てください。遅刻した
  場合は直ちに棄権とみなします。
2.天候により試合の有無が不明の場合も定刻までに参集してください。天候不良等による中⽌は
  当日会場で⾏います。
3.日程変更が⽣じた場合は、旭区硬式テニス協会ホームページで連絡致します。
　旭区硬式テニス協会ホームページ（http://asahi-tennis-association.blog.jp/）
4.試合は予選リーグ戦（4チームの場合は6ゲーム先取、3チームの場合は8ゲーム先取ノーアドバンテージ方式）
  本選トーナメントは8ゲームズプロセット（8-8で7ポイントタイブレーク）方式です。
5.使用球はYONEX、２球使用。
6.全試合セルフジャッジで⾏います。
7.試合時の着⾐はテニスウエアとします。Tシャツや不適切なウエアは認めません。（ウエアルール
　はJTAルールに準じます。）ウエアの適否はレフリーが判断します。
　またフェイスマスクは医師の診断書の提示がない場合着用を禁じます。
8.初戦のみサービス8本とします。
9.試合結果とボールは勝者が本部に届けてください。
10.試合中のケガ等の処置は3分以内1回限り認めます。
11.本大会はその他「テニスルールブック最新版」の規定を適用します。
12.盗難予防のため貴重品は各⾃責任を持って管理してください。
13.本大会はスポーツ障害保険に加入しています。プレー中にケガをされた方は、コートレフェリー
　に申し出てください。
14.仮ドロー作成後に何らかの理由で出場できない場合は、ホームページのメッセージ欄に連絡を頂いた場合に
　限り代理の方の予選の参加を認めますが、1位になっても本戦に出場はできません。

日程
第２日目 第３日目

瀬谷本郷

第5日目
5月26日（土） 6月3日（日） 6月9日（土） 6月17日（日）

第４日目
6月10日（日）

本戦トーナメント 予備日
今川公園 今川公園 今川公園

予備日
瀬谷本郷

予選リーグ

時間

11:00 9:00

12:00

http://asahi-tennis-association.blog.jp/


A-4 B-4

A-3
角本　武郎 下川井TC［加］

B-3
久村　睦義 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

山本　静代 下川井TC［加］ 久村　久美子 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

A-2
松田　利昭 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

B-2
石井　鉄夫 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

常本　富裕子 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加] 榊原　三恵子 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

D-4 E-4
生稲　悦男 亀の甲山TC［加盟］

水川　愛子 亀の甲山TC［加盟］

D-3
小出　貴之 亀の甲山TC［加盟］

E-3
松本　忠司 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

小出　恵 亀の甲山TC［加盟］ 中村　佐織 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

A-2

A-3

A-4

阿部　千鶴

本間　幾子

藤原　賢一

ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加] 飯塚　健 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

桐ケ谷　浩樹

藤原　陽子 TeamATC［加］ 東　かおり 亀の甲山TC［加盟］
B-4

ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］ 和田　貴博 フリー

B-2

B-3

飯塚　るり子

笹岡　通憲

ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

D-1
藤本　聡 REBOLA［加］

Ａブロック (5/26 11:00～） Ｂブロック （5/26　11：00～）

TeamATC［加］

E-1
小野　陸人 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

小松　亜矢子 フリー 小野　香 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

土屋　勝史 亀の甲山TC［加盟］

Ｄブロック（6/3　9：00～） Eブロック（6/3　9：00～）

D-2
三田　基之 ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

E-2
大谷　直人 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

佐藤　紀子

Ａブロック （5/26 14:00～） Ｂブロック （5/26　14：00～）

高見澤　岳史 亀の甲山TC［加盟］ 大山　浩礼 Team WEST［加］
A-1

林田　麻衣子 フリー高見澤　昌代 亀の甲山TC［加盟］
B-1

ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

佐野　智子 フリー 冨川　ミユキ ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

白井　麻奈 在住

小野　利明 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

石橋　悦 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］ 小野　まみ子 希望が丘TC［加］

ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］ 大谷　芳子 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

A-1
渡辺　孝昌 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

B-1

A-3
岩本　克己 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

B-3
大石　裕一

A-2
清水　孝之 希望が丘TC［加］

B-2
冨川　丈司

下川井TC［加］

岩本　敏代 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］ 加瀬　真砂子 下川井TC［加］

A-4
吉田　正 ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

B-4
山田　麻起子 ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

Ｄブロック（6/3　12：00～） Eブロック（6/3　12：00～）

D-1
諏訪　武秀 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

E-1
柏木　巧 希望が丘TC［加］

諏訪　章江 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］ 長谷場　美智子 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

D-2
栗下　仁男 下川井TC［加］

E-2
岡本　眞吾 在住

栗下　範子 下川井TC［加］ 岡本　順子 在住

D-3
吉原　秀紀 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］

E-3
松田　治朗 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

吉原　眞知子 ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾋﾞﾙ［加］ 森脇　智子 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

一般　予選リーグ

ベテラン　予選リーグ

D-4

佐波　俊二 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］ 梅原　至 下川井TC［加］

Ａブロック （5/26　11：00～） Ｂブロック （5/26　11：00～）

A-1 B-1
大谷　昌代 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］ 廣重　和恵 下川井TC［加］

E-4
篠田　広司 TeamATC［加］

須藤　裕子 TeamATC［加］

スーパーベテラン　予選リーグ

Ｃブロック（6/3　9：00～）

C-1
山中　宏剛 REBOLA［加］

山中　葉子 REBOLA［加］

C-2
飯塚　雄一郎 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

杉本　みか ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

C-3
吉川　貢 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

吉川　和江 ﾋﾞｯｸﾌｫﾚｽﾄ［加］

C-4
神田　博之 フリー

神田　真澄 在勤

Fブロック（6/3　9：00～）

F-1
宮　桂 REBOLA［加］

新美　友紀 希望が丘TC［加］

F-2
高木　俊行 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

井上　清美 ｼﾞｬｲｱﾝｽﾞ[加]

F-3
町田　克之 ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

伊東　照代 ﾌﾛﾝﾃｨｱ［加］

F-4
北野　暢男 Team WEST［加］

黒田　歩 Team WEST［加］

Ｃブロック（6/3　12：00～）

C-1
山本　雅彦 下川井TC［加］

黒木　喜久江 下川井TC［加］

C-2
上村　義則 フリー

百瀬　美千代 TeamATC［加］

C-3
青山　博 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

和田　みどり ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

C-4
鶴間　俊彦 ﾁｰﾑAJI［加］

鶴間　さゆり ﾁｰﾑAJI［加］

Cブロック （6/3　12：00～）

C-1
小野里　純彦 希望が丘TC［加］

小野里　久美 希望が丘TC［加］

C-2
土田　久雄 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

野口　由美 都岡ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ[加]

C-3
砂川　則夫 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

敦井　規代 ﾁｰﾑﾐｽﾃｨｰ［加］

C-4


