
　　2016年度（平成28年度）

【 主 催 】 佐野市テニス協会

【 後 援 】 佐野市教育委員会・佐野市体育協会

【 協 賛 】 ダンロップスポーツ（株）・ファミリースポーツ

【開催日】   12月  3日（土） 予選
  12月  4日（日） 本戦
  12月10日（土） 予備日

【 会 場 】 佐野市運動公園テニスコート
（オムニコート12面）

■大会会長 野城　良弘

■大会副会長 飯塚　守 川上　治之 篠原　正幸

■大会委員長 松本　恭子

■大会副委員長 岩崎　三智男

■レフェリ－ 山田　幸司

■アシスタントレフェリ－ 中島　政夫 大関　和代 石塚　義成

清水　忠男 吉澤　清志

《　大　会　役　員　》

佐野市テニス協会

第19回 佐野市オープンチーム対抗テニス大会



◆ 試合方法（天候などの理由により、変更になる場合があります。ご了承下さい。）

【予選】リーグ戦

ブロック４チ－ムの場合　６ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ方式（6-6、7Ｐタイブレ－ク）

ブロック３チ－ムの場合　８ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ方式（8-8、7Ｐタイブレ－ク）

予選終了後、本戦の組み合わせ抽選を行います。

【本戦】トーナメント

予選ブロック４チームの場合１・２位のチーム、予選ブロック３チームの場合１位のチーム及び

最初から本戦出場希望チーム

８ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ方式（8-8、7Ｐタイブレ－ク）

◆ 試合順序　：　女子ダブルス　→　男子ダブルス　→　ミックスダブルス

勝敗が決まっても打ち切りなしで３つの対戦を行って下さい。（天候などにより変更あり）

◆ 試合は全てセルフジャッジとします。

また、スコア－ボ－ドを使用しますので、受付番号の小さいチ－ムは『赤』、大きいチ－ムは

『黒』となり、コ－トチェンジの際に更新して下さい。

◆ 試合前の練習は、１人サ－ビス６本のみとします。

◆ 本戦の初戦敗退チームによるコンソレーションを実施しますので、希望されるチームは参加有無を

報告して下さい。

◆ 予選でのメンバー変更・追加は補欠も含め２名まで可能です。

当日、受付終了時刻までに、メンバー変更を本部へ報告して下さい。

また、予選から本戦へのメンバー変更はできません。

◆ 天候、その他により試合有無が不明確な場合も定刻までに参集して下さい。

中止、または変更がある場合は当日の競技運営委員よりお知らせ致します。

◆ 使用球はダンロップ・フォート（イエロー）とします。

◆ 本大会は「ＪＴＡテニスル－ルブック２０１６」の規定に基づいて行います。

◆ 予選の日に、ハードコートにて、ターゲットテニス、試打会を行います。

時間等詳細は当日ご連絡致します。

◆ 試合内容に関して『フレンド富士』への問合わせは一切しないで下さい。

問合わせは、競技運営委員長：山田までお願い致します。【080－6585－2275】

＜会場を使用する上での注意事項＞

★ コート内は禁煙です。また、会場にタバコの吸殻を捨てないよう徹底して下さい。

★ 試合会場にゴミ箱はありません。各自ごみ袋を持参し、お持帰り下さい。

★ 駐車場に限りがありますので、お早めにお集まり下さい。なお、路上駐車、歩道、通路への駐車、

身障者用の駐車スペースへの駐車は絶対におやめ下さい。

試合進行予定表

開催日

種　　　目

当番クラブ集合時間

当番クラブ

受付時刻

12月10日（土）12月　4日（日）

本戦

全チーム　8:45まで

12月　3日（土）

予選

全チーム　8:45まで 予備日

8:00

注　意　事　項

試合開始時刻

MCC・YAZIES

8:00

9:00

MCC・YAZIES

9:00



☆予選Ａブロック☆　 １・２・（３）コ－ト

受付

番号

Ａ-１ ＳＫＹ 桐生

Ａ-２ 逃げ恥 行田

Ａ-３ チームＭＡＫＩ 大田原

Ａ-４ 勇者　エビヌマと愉快な仲間たち 佐野

☆予選Bブロック☆　 （３）・４・５コ－ト

受付

番号

Ｂ-１ 小久保キリュウ 桐生

Ｂ-２ ａｓｓｅｍｂｌｅ！ 宇都宮

Ｂ-３ 根岸動物園 佐野

Ｂ-４ ３Ｐｅａｃｅ 佐野

☆予選Cブロック☆　 ８・９・１０番コ－ト

受付

番号

Ｃ-１ ジャクソンズ 佐野

Ｃ-２ 岩舟テニスクラブ 栃木

Ｃ-３ 李帝国 佐野

☆予選Ｄブロック☆　 １１・１２番コ－ト

受付

番号

Ｄ-１ ひまひまセブン 佐野

Ｄ-２ MCC 佐野

Ｄ-３ チーム MAKI　Ｚ 大田原

　

☆予選Ｅブロック☆　 １３・１４番コ－ト

受付

番号

Ｅ-１ ファイヤ 館林

Ｅ-２ ＡＺＺＵＲＲＩ　Ｄ 行田

Ｅ-３ 水曜どうでしょう 佐野

第19回　佐野市オ-プンチ－ム対抗大会

クラブ名 順位Ａ-４Ａ-１ Ａ-２ Ａ-３

クラブ名 順位Ｂ-２ Ｂ-３ Ｂ-４

クラブ名 順位

順位クラブ名

クラブ名

D-１ D-２ D-３

Ｅ-１ Ｅ-２ Ｅ-３

Ｃ-１ Ｃ-２ Ｃ-３ 順位

Ｂ-１



本戦
１Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

7 (予選１位）

②

第19回　佐野市オ-プンチ－ム対抗大会

クラブ名
試　合　番　号

1 小桜ジャパン

③

⑩

①
(予選１位）

(予選２位）

チームＰＫ

⑥

BYE

⑦

15 BYE

10

2 BYE

9

8

11

うっかり村

(予選１位）

(予選１位）

斎藤ＪＡＰＡＮ

4

5

3

6

WINNER

16 井上グンマ

(予選１位）

⑤
14 (予選２位）

⑫

⑪

④
12 キリウ

13

⑧

⑨

1

シード

３～４

３～４

2



【予選から】
Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４

入江　挙太 小田嶋　友里江 和久井　正典 荒木　貴子 藤田　晋輔 藤田　美穂 海老沼　真一 中嶋　佐季

西菌　一穂 藤田　真由香 永沼　広和 佐向　照子 柴田　玄一 加藤　麻紀子 割田　恭平 山口　美佳

金子　奈央 田中　里奈 川畑　貴司　 永沼　美穂 大谷　航生 金山　侑子 二宮　和也 横塚　　華

　 　 　 松本　恭子 　 　 山根　宏一

　

Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４

小久保　和彦 小嶋　ゆりか 宇賀神　誠 山藤　いち子 佐藤　武晴 三村　裕美 小林　祐一 田口　雪絵

萩野　修治 前原　瑞希 矢野　浩志 生沼　由美子 大川　友則 茂呂　沙李子 青柳　敦雄 中山　恵美

岡部　雄大 須永　美紀　 新村　勝巳 粂川　直美 角田　規幸 早川　由里子 島田　尊人 笹野　真紀穂

　 　 大塚　てる子 根岸　　稔 　 熊倉　健一 清水　　遥

　 小林　大翔

Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３

関　克之 池澤　寿美恵 小林　　覚 佐山　淑恵 後藤　李千建 新井　仁美

江森　直志　 市川　敦子 青木　　昇 金子　孝子 齊藤　浩樹 池田　理恵

石塚　義成 福井　寿美子 池田　雄一 川口　恵美子 星野　陽彦 中本　知子

岸　誠一 中本　和重

　

Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３

高橋　忠一 佐山　道子 中島　政夫 金田　恭子 大島　知之 斎藤　由香

毛塚　和男 毛塚　鈴子 吉澤　清志 山田　有美子 大山　隆幸 木下　美智子

坂本　晋也 大島　命子 関口　竹夫 河田　初枝 池田　拓也 八木澤　陽子

今泉　好人 茂野　節子 深野　仁史 小谷野　結貴

　 　 岩崎　三智男

Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３

石倉　良哲 渋澤　美枝子 清水　智則 伊藤　澄代 宇津木　誠 尾花　千恵

高橋　昌孝 下城　由加里 藤森　浩行 大澤　由美 浅野　伸生 佐藤　寛子

鴨志田　星也 丸山　美紀 笠井　正紀 坂田　郁恵 金井　稔明 山﨑　美奈子

　 　 坂田　俊彦 国島　美由紀 大沼　勝志 宇梶　嘉美

松本　尚純 　

【本戦から】

小桜　憲弘 小桜　桃子 小峯　千幸 遠藤　ひとみ 斎藤　　勝 武島　昭衣 後藤　勝敏 瓦井　寛子

渡邊　匤志 本田　仁美 附田　昌大 阿部　祐理子 佐山　誠士 佐山　真帆 永井　洋也 石塚　美恵

本田　直大 細井　亜紗美 山下　　隼 石田　千麻紀 秋山　裕一 秋山　勝美 岩永　弘輝 永井　千尋

古内　　諒

佐藤　達矢 山口　景子 井上　雅規 瀧野　音々花
岡田　健二 大塚　裕子 会沢　亮祐 木澤　七海
吉田　崇宏 吉田　理沙 岩井　　慎 木澤　芙優

うっかり村（宇都宮）

チーム登録メンバー表

ＳＫＹ 逃げ恥 チーム MAKI　

ａｓｓｅｍｂｌｅ　！

勇者エビヌマと愉快な仲間たち

小久保キリュウ

てまひまセブン MCC チーム MAKI　Ｚ

根岸動物園 ３Ｐｅａｃｅ

ジャクソンズ

井上グンマ（桐生）

岩舟テニスクラブ 李帝国

小桜ジャパン(桐生） チームＰＫ（下野）

ファイヤ ＡＺＺＵＲＲＩ　Ｄ 水曜どうでしょう

キリウ（桐生）

斎藤ＪＡＰＡＮ（佐野）


