
　　2018年度（平成30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2日（日）

  12月8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

■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 佐藤　美枝子

佐野市テニス協会

《　大　会　役　員　》

第21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】

　　６ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ方式

　　※勝敗が決まっても打ち切りなしで3試合すべて行って下さい。

【決勝トーナメント】　８チーム

　●進出条件

　　　予選A～Eリーグの１位チーム、予選Ｆリーグの１・２位チーム

　　　及び、ＬＬとして、予選A～Eリーグの２位チームの中から抽選で１チーム

　　６ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ方式

　　※勝敗が決まりましたら、残りの試合は打ち切りにして下さい。

◆ 試合順序　：　女子ダブルス　→　男子ダブルス　→　ミックスダブルス

　　※同時に入る場合もあります。

◆ 試合はすべ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。

◆ メンバー変更・追加は２名まで可能です。

当日、受付終了時刻までに、メンバー変更の方の氏名を本部へお知らせ下さい。

◆ 勝ったチームは、スコアを本部に速やかに報告して下さい。

◆ 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」の規定に基づいて行います。

◆ 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】

試合進行予定表

注　意　事　項

12月8日（土 ）12月2日（日）

予備日

開催日

8:00

9:00

全チーム　8:45まで

当番クラブ集合時間

種　　　目

受付時刻

試合開始時刻

当番クラブ MCC・フォールート



◆予選リーグ　A ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

A-１ 只今熟成中 行田

A-２ チーム　とと 佐野

A-３ BamBoo 太田

試合順序　：　1-2 ⇒ 2-3 ⇒ 1-3

◆予選リーグ　B ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

Ｂ-１ ジャクソンズ 佐野

Ｂ-２ 美女と野獣 足利

Ｂ-３ TMJ 行田

試合順序　：　1-2 ⇒ 2-3 ⇒ 1-3

◆予選リーグ　C ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

Ｃ-１ 黒ねこクロちゃん'S 行田

Ｃ-２ Gon Be 小山

Ｃ-３ 水曜どうでしょう 佐野

試合順序　：　1-2 ⇒ 2-3 ⇒ 1-3

◆予選リーグ　D ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

Ｄ-１ チーム　川内 足利

Ｄ-２ ＬＴＣ.　GOLDEN 7 佐野

Ｄ-３ サタデーナイトフィーバー 栃木

　 試合順序　：　1-2 ⇒ 2-3 ⇒ 1-3

チーム名 Ｂ-１ Ｂ-２

D-１ D-２ D-３ 勝敗

チーム名 Ｃ-１ Ｃ-２ Ｃ-３ 勝敗

第2１回　佐野市オ-プンチ－ム対抗テニス大会

順位

順位

順位チーム名 A-１ A-２ A-３ 勝敗

Ｂ-３ 勝敗 順位

チーム名



◆予選リーグ　E ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

E-１ キリウT.C 桐生

E-２ 40-15 generations 小山

E-３ MCC 佐野

　 試合順序　：　1-2 ⇒ 2-3 ⇒ 1-3

◆予選リーグ　F ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

F-１ ピポロッす 行田

F-２ 3Peace 佐野

F-３ ぼーっと生きてんじゃあ！ 小山

F-４ continues 宇都宮

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

◆本戦

チーム名 F-１ F-２ F-３ F-４ 順位勝敗

チーム名 E-１ E-２ E-３ 勝敗 順位

  チーム名
予選

リーグ
ＱＦ ＳＦ Ｆ

1

2

3

4

5

6

7

8



A-1 A-2 A-3

和久井　正典 荒木　貴子 秋山　裕一 秋山　勝美 長竹　暁 平山　和美

永沼　広和 佐向　照子 吉澤　英樹 磯部　みよ子 松倉　裕樹 坪井　友美

武笠　一也 鈴木　里実 前原　直孝 佐山　真帆 高橋　正大 星野　ますみ

佐山　誠士

B-1 B-2 B-3

山田　幸司 阿部　加代子 久保田　文一 安藤　純子 中村　順一 国島　美由紀

石塚　義成 市川　敦子 福田　健一 松葉　みどり 平賀　毅 小暮　綾子

岩永　高光 福井　寿美子 岡部　昭男 藤澤　真由美 関根　達哉 坂田　郁江

岸　誠一 大橋　秀子 坂田　敏彦

関　克之

C-1 C-2 C-3

山崎　博司 山崎　紀子 薄井　啓輔 大塚　真穂 浅野　伸生 池澤　寿美恵

大川　靖幸 金子　美奈子 北崎　賢 平野　有芽 金井　稔明 佐藤　寛子

大野　充博 金子　梛子 大谷　周平 牧島　萌花 大沼　勝志 中野　吏紗

D-1 D-2 D-3

松葉　直樹 川内　芙由美 高橋　忠一 佐山　道子 鳩山　貴之 井上　優子

植竹　徹 森川　由美子 毛塚　和男 毛塚　鈴子 岡田　剛行 三ツ橋　亜季子

小島　繁幸 田部井　恵子 今泉　好夫 茂野　節子 渡辺　肇 小藤　愛未

坂本　晋也 小藤　智也 関口　佳子

熊倉　都雄 春山　陽子

E-1 E-2 E-3

神山　好弘 山口　景子 松浦　幹雄 竹澤　久美 吉澤　清志 金田　恭子

岡田　英昭 大塚　裕子 杉並　和哲 高野　千春 深野　仁史 小谷野　結喜

吉田　伸行 神山　善子 杉並　泰知 高橋　陽子 関口　竹夫 山田　有美子

仲田　裕貴 宮崎　正美 中島　政夫

岩崎　三智男

F-1 F-2 F-3

佐向　猛 高松　和 小林　祐一 田口　雪絵 志賀　寿一 中島　浩巳

福屋　賢 太田　笑里 島田　尊人 荻野　明奈 義本　崇 大西　奈央子

後藤　孝文 井出　真希子 岩上　透 石山　幸子 坂入　敏彦 古賀　里絵

小林　大翔 水野　鉄浩

F-4

内田　信彦 新井　聡子

三瀬　農 星野　美奈

小野　翔也 星野　叶愛

サタデーナイトフィーバー　（栃木）チーム　川内　（足利）

只今熟成中　（行田）

美女と野獣　（足利）

Gon Be　（小山）

ＬＴＣ.　GOLDEN 7　（佐野）

チーム登録メンバー表

チーム　とと　（佐野） BamBoo　（太田）

黒ねこクロちゃん'S　（行田）

ジャクソンズ　（佐野） TMJ　（行田）

水曜どうでしょう　（佐野）

continues　（宇都宮）

キリウT.C　（桐生） 40-15 generations　（小山） MCC　（佐野）

ピポロッす　（行田） 3Peace　（佐野） ぼーっと生きてんじゃあ！　（小山）


