
　　2022年度

【主催】 佐野市テニス協会

【後援】 佐野市・佐野市スポーツ協会

【開催日】     6月 12日（日）

    6月 18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 阿部　茂

■大会副会長 松本　恭子 川上　治之

■大会委員長 松本　恭子

■大会副委員長 岩崎　三智男 太田　英樹

■レフェリ－ 石塚　義成

■アシスタントレフェリ－ 吉澤　清志 山田　幸司

《　大　会　役　員　》

佐野市テニス協会

第20回 佐野市ミックスダブルス大会 



*受付時に体温測定・住所・連絡先電話番号の記入をお願いいたします。

◆ 試合方法  (ドロー表の氏名等誤字がありましたら申し訳ありません。）

一　般 【予選：リーグ→各リーグ1位通過ペアによる決勝トーナメント】

ブロック3チームの場合・8ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

ブロック4チームの場合・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

・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）

予選リーグ2位以下（トーナメント）

・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

100歳以上 【リーグ】 ・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

・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）

・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

120歳以上 【予選：リーグ→各リーグ1位通過ペアによる決勝トーナメント】

・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

・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）

予選リーグ2位以下（トーナメント）

・6ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ

　 　　 試合の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。
     HPに掲載する場合もありますので確認願います。

◆ 使用球は、ヨネックスとします。

◆ 試合は全てセルフジャッジとします。
感染予防のため、スコア－ボ－ドは使用しません。

　 ゲームごとにサーバーがスコアをコールしてください。

◆ 試合前の練習は、初戦のみ３分間とします。以後は、サ－ビス練習６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。

◆ 本大会は、日本テニス協会「テニスルールブック」に準じて行います。

◆ 予選リーグ敗退者によるコンソレ－ションを実施予定です。ご希望のペアは、本部に申し込んで下さい。
但し、新型コロナウイルスの感染状況により実施しない場合もあります。

◆ 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。
・ご不明な点がございましたら佐野市テニス協会　事務局までメールで問い合わせ下さい。
　メールアドレス　：　eiraku-b@poppy.ocn.ne.jp

【大会に参加される選手及び観客者の皆様へのお願い】

【決勝トーナメント】

【決勝】

【コンソレ－ション】

【決勝トーナメント】

【コンソレ－ション】

※　試合方法は、天候等やむを得ない事情により変更することがあります。

6月18日（土)6月12日（日）

【大会案内】

開催日

【コンソレ－ション】

みかも山GTC

8:00 　

【注意事項】

当番クラブ

集合時間

9:00

一　般・100歳以上・120歳以上

予備日

種　　　目

試合開始時間

受付時間 8:45まで全員



A リーグ ※8ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

吉田　崇宏 はやぞう

吉田　理沙 はやぞう

渡邉　善仁 エンゼル

三角　美江 エンゼル

池田　和隆 ＫＴＣ

氏家　悦子 ＫＴＣ

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

B リーグ ※8ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

政金　司郎 エンゼル

山崎　裕子 エンゼル

佐藤　彰洋 ＪＫテニスガーデン

篠原　有希 ダブルベーグル

小林　祐一 ３Ｐｅａｃｅ

田口　雪絵 ３Ｐｅａｃｅ

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

C リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

氏名 クラブ名 1 2 3 4 勝敗 順位

森田　倫広 サンデーズ

木村　奈津子 サンデーズ

清水　昭宏 バージュ

所　綾香 バージュ

鈴木　克彰 カフェ・オレ

永井　千尋 ＲＩＺＵ

高橋　怜 フソウＴＣ

相良　葉月 フソウＴＣ

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

D リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

氏名 クラブ名 1 2 3 4 勝敗 順位

島田　信一 バージュ

佐藤　淳子 バージュ

斉藤　喬 エンゼル

高田　裕美子 エンゼル

斎藤　聖矢 フリー

岩瀬　智香 フリー

佐藤　真知 ３Ｐｅａｃｅ

井上　優子 ＢＥＳＴ

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

4

3

2

1

4

3

2

1

第20回佐野市ミックスダブルス大会

一般

1

3

2

2

1

3



決勝トーナメント　（予選リーグ1位） ※6ｹﾞｰﾑマッチ（セミアド）

リーグ 氏名 クラブ名

コンソレ　（予選リーグ2位） ※6ｹﾞｰﾑ先取（ノーアド）

リーグ 氏名 クラブ名

コンソレ　（予選リーグ3位・４位） 当日抽選 ※6ｹﾞｰﾑ先取（ノーアド）

リーグ 氏名 クラブ名

D2

第20回佐野市ミックスダブルス大会
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A リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

阿部　雅重 フリー

細川　恵美子 フリー

関根　好克 ＡＢＣ

石井　美穂 ＡＢＣ

後藤　李千建 クロスポイント

只野　智子 クロスポイント

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

Ｂ リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

石塚　義成 佐野サンライズ

松本　恭子 クロスポイント

清水　正一 小山グリーン

荒木　裕子 グリム石橋

梅原　一剛 はやぞう

梅原　久代 はやぞう

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

<決勝> ※6ゲームマッチ（セミアド）

リーグ 氏名 VS リーグ

<コンソレ> ※6ゲーム先取（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

氏名

A1位 B1位
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A リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

森　昌孝 ＡＴＣ

園田　恵子 ＡＴＣ

野澤　秀雄 西三テニス

野澤　よし子 西三テニス

村上　伸夫 ユニティ

板矢　昌子 小山グリーン

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

Ｂ リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

宇賀神　誠 ＫＧＴＣ

山藤　いち子 ＫＧＴＣ

小堀　和夫 グリム石橋

石川　智恵子 グリム石橋

森　義人 西三テニス

生沼　博子 西三テニス

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

C リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

伊勢　正二 ＢＥＳＴ

金敷　美由紀 ＢＥＳＴ

田代　雅一 ときめき那須ＴＣ

平山　春江 ときめき那須ＴＣ

手塚　公二 フリー

木村　みゆき フリー

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3

D リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

NO. 氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

湯澤　達人 久喜市テニス協会

佐藤　美枝子 みかも山ＧＴＣ

鷹觜　芳男 フリー

鷹觜　博子 フリー

平田　一広 西三テニス

関　記代美 西三テニス

試合順序　：　1-2 ⇒　2-3　⇒　1-3
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決勝トーナメント　（予選リーグ1位） ※6ｹﾞｰﾑマッチ（セミアド）

リーグ 氏名 クラブ名

コンソレ　（予選リーグ2位） ※6ｹﾞｰﾑ先取（ノーアド）

リーグ 氏名 クラブ名

コンソレ　（予選リーグ3位） ※6ｹﾞｰﾑ先取（ノーアド）

リーグ 氏名 クラブ名
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