
　　2016年度（平成28年度）

【 主 催 】

【 後 援 】 佐野市教育委員会

【開催日】     4月24日（日） 一般・ビギナー男女ダブルス

    5月  3日（火） ベテラン男女ダブルス

一般男女ダブルス残り

    5月  8日（日） 総合予備日（シングルスと共通）

※ベテラン男子40歳・60歳以上、ベテラン女子50歳・60歳以上は定員に満たなかった為、

実施致しません。

【 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－ 太田　英樹 中島　政夫 吉澤　清志

清水　忠男 石塚　義成

山田　有美子 大関　和代

佐野市テニス協会

《　大　会　役　員　》

佐野市テニス協会・佐野市体育協会

第39回 佐野市春季テニス選手権大会（ダブルス）



試合開始
時間

9：00
（受付8：45まで）

◆ 試合方法
一般男子 【リーグ戦】 ・8ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ（8-8・7Ｐタイブレ－ク）

【決勝トーナメント】 　組み合わせは、予選リーグ終了後、抽選で決定します。

一般女子 【リーグ戦】 ＜4チームのリーグ＞
・6ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ（6-6・7Ｐタイブレ－ク）
＜3チームのリーグ＞
・8ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ（8-8・7Ｐタイブレ－ク）

【決勝戦】 ・8ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ（8-8・7Ｐタイブレ－ク）

ビギナー 【リーグ戦】 ・6ゲ－ムズプロセットマッチ　セミアドバンテ－ジ（6-6・7Ｐタイブレ－ク）
　※1人で申し込まれた方は試合当日ペアを抽選で決定します。

ベテラン 【リーグ戦】
【決勝戦】

※【コンソレ－ション】

◆ 選手は、試合開始時間15分前までに、コ－トに入れる準備をして受付をして下さい。
天候、その他事情により、試合有無が不明確な場合も、定刻までにコートに集まって下さい。
延期、または開始時間変更がある場合は、当日担当する競技運営委員よりお知らせします。

◆ 使用球は、ダンロップ・フォート（イエロ－）とします。

◆ 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、番号の小さい選手は『赤』、大きい選手は『黒』となり、
コ－トチェンジの際に更新して下さい。

◆ 試合前のウォ－ムアップは、初戦のみ３分間とします。以後は、サ－ビス練習（各サイド３本）のみとします。

◆ 試合終了後、勝者は試合球を持参の上、速やかに本部に報告して下さい。

◆ 試合規定は、日本テニス協会本年度規定によります。Ｔシャツは認めません。

◆ 予選敗退者によるコンソレーションを実施しますので、ご希望の方は、本部に申し込んで下さい。

◆ 試合内容に関しては、『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、佐野市テニス協会競技運営委員長　山田（携帯：080-6585-2275）までお願いします。

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

全員

4月24日（日） 5月3日（火） 5月8日（日）

ベテランダブルス

一般ダブルス残り
予備日

一般ダブルス

ビギナーダブルス

・6ゲ－ムズプロセットマッチ　ノ－アドバンテ－ジ（6-6・7Ｐタイブレ－ク）

試合進行予定表
開催日

種　　　目

注　意　事　項

男子・女子

試合進行予定
※当日の進行状況によります。

決勝まで

当番クラブ 佐野サンライズ

当番クラブ集合時間 8:00

男子・女子 男子・女子



第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

A リーグ ※8ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

太田　英樹 クロスポイント

青木　拓磨 クロスポイント

関口　吉弘 クロスポイント

山田　幸司 佐野サンライズ

塚原　哲哉 ダイヤモンド

池田　真也 ダイヤモンド

B リーグ

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

石塚　義成 YAZIES

田島　孝悟 佐野サンライズ

松原　祐太 クロスポイント

佐藤　慎矢 クロスポイント

中島　政夫 MCC

関口　竹夫 MCC

C リーグ

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

深野　仁史 MCC

岩崎　三智男 MCC

岩上　透 クロスポイント

沼子　敏久 クロスポイント

本澤　道 YAZIES

正田　隆 YAZIES

D リーグ

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

川上　治之 クロスポイント

吉澤　清志 MCC

関野　将司 佐野サンライズ

渡邊　成児 佐野サンライズ

高際　富士夫 みかも山GTC

稲葉　祐輔 みかも山GTC

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3
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第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

一般男子

組み合わせは、予選リーグ終了後、抽選にて決定致します。

決勝トーナメント ※8ゲームマッチ（セミアド） ３位決定戦

NO. 氏名 クラブ名

コンソレ（予選２位） ※6ゲームマッチ（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名

コンソレ（予選３位） ※6ゲームマッチ（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名



第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

A リーグ ※6ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 4 勝敗 順位

松本　恭子 クロスポイント

磯貝　美恵子 クロスポイント

斎藤　いずみ みかも山GTC

田村　美幸 みかも山GTC

池田　理恵 ダイヤモンド

塚原　純子 ダイヤモンド

山田　有美子 佐野サンライズ

金田　恭子 MCC

試合順序　：　1-2 ⇒　3－4　⇒　1-3　⇒　2-4　⇒　2-3　⇒　1-4

B リーグ ※8ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

市川　敦子 みかも山GTC

福井　寿美子 みかも山GTC

亀山　知枝 ダイヤモンド

佐々木　雅子 ダイヤモンド

佐藤　美枝子 フォールート

大関　和代 クロスポイント

試合順序　：　1-2 ⇒　2－3　⇒　1-3

決勝 ※8ゲームマッチ（セミアド）

リーグ 氏名 VS リーグ

コンソレ ※6ゲームマッチ（ノーアド）

リーグ 氏名 VS リーグ

リーグ 氏名 VS リーグ氏名

A3位 B3位

氏名

A2位 B2位

一般女子
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第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

ビギナー男女ダブルス

A リーグ ※6ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

【単独エントリー者】 ※ペアは当日発表

①赤津　哲志 クロスポイント

②亀山　登志夫 クロスポイント

③草刈　利光 クロスポイント

B リーグ

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

金子　孝一郎 なごみ会

清野　恭一 なごみ会

臼井　友哉 水曜どうでしょう

大沼　勝志 水曜どうでしょう

坂田　郁江 ＡＺＺＵＲＲＩ

伊藤　澄代 ＡＺＺＵＲＲＩ

試合順序　：　1-2 ⇒　2－3　⇒　1-3

④石井　和代

⑤竹井　真佐子

⑥牧野　小百合

クロスポイント

ＡＺＺＵＲＲＩ

ＡＺＺＵＲＲＩ
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第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

ベテラン男子50歳以上

A リーグ ※8ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

北林　優 ジャルダン

川島　正己 サンデー

神山　薫 クロスポイント

松崎　勉 クロスポイント

岸本　九州男 昭和電工マスターズ

飯塚　守 クロスポイント

B リーグ

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

砺波　哲也 チームU&T

関口　吉弘 クロスポイント

今野　英俊 高崎テニスクラブ

吉井　克友 ITT

塚原　哲哉 ダイヤモンド

茂呂　義雄 ダイズはチワワ

試合順序　：　1-2 ⇒　2－3　⇒　1-3

決勝 ※8ゲームマッチ（セミアド）

リーグ 氏名 VS リーグ

コンソレ ※6ゲームマッチ（ノーアド）

リーグ 氏名 VS リーグ

リーグ 氏名 VS リーグ

B3位

氏名

氏名

A3位

A2位 B2位

A1位 B1位
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第39回佐野市春季テニス選手権大会ダブルス

ベテラン女子40歳以上

リーグ ※8ゲームマッチ（セミアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

斉藤　いずみ みかも山GTC

田村　美幸 みかも山GTC

塚原　純子 ダイヤモンド

石川　秋枝 ダイズはチワワ

荒井　みどり クロスポイント

山田　有美子 佐野サンライズ

試合順序　：　1-2 ⇒　2－3　⇒　1-3
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