
　　2022年度

【主催】 佐野市テニス協会

【後援】 佐野市スポーツ協会

【協賛】 ヨネックス・ファミリースポーツ

【開催日】   12月 4日 （日）

  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10面 ハードコート1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

■レフェリ－ 石塚　義成

■アシスタントレフェリ－ 吉澤　清志

佐野市テニス協会

《　大　会　役　員　》

第23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。

【決勝リーグ】　

　　　各組1位による決勝、コンソレは、各組2位、3位によるリーグ、4位対戦

　　６ゲ－ム先取　ノーアドバンテ－ジ方式

◆ 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。

スコアボードを使用します。ドロー表上が赤、下が黒といたします。

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、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、試合ごとにスコアを本部に速やかに報告して下さい。(ゲーム数も報告ください）

◆ 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。

明かな荒天の場合、当日朝7時までに開催判断をして代表者に連絡することもあります。

◆ 使用球はヨネックスとします。

◆ 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。

◆ 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。(協賛スポンサーの都合により、試合途中で実施する場合もあります。)

◆ 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】
・新型コロナウイルス感染防止予防を徹底願います。
①熱や咳、だるさ等ある方は、参加の自粛、会場への来場はご遠慮願います。
②三密（密閉・密集・密接）の回避、手洗い・アルコール等による手指消毒、咳エチケット、
　休憩時にはマスク着用の徹底と社会的距離を確保いただくようお願いします。
③試合中のマスク及びフェイスマスクの着用は可としますが、酸欠や熱中症の危険が伴い
　ますので、なるべく避けて下さい。

◆ エントリー費用は当日お釣りの無いよう持参願います。
また、ドロー会議後、当日不参加になった場合もエントリー費用はお支払いいただきます。ご了解願います。
支払方法は、下記振込先に12月25日までに支払いを済ませてください。

振込手数料は振込者が負担願います。
または、当日代理人にて持参されてもかまいません。

◆ 掲載ドローの氏名に誤記がありましたら申し訳ありません。

試合進行予定表

注　意　事　項

12月10日（土 ）12月4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

　　 口座名義人　　佐野市テニス協会競技運営委員会　会計　福永　佳洋子

振込先　　佐野信用金庫　南支店(006)　　普通0222926

種　　　目

受付時刻

試合開始時刻

当番クラブ MCC・クロスポイント



◆予選リーグ　A ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

A-１ はやぞう 太田

A-２ にく会 足利

A-３ BIG　BOSS　マーサン 佐野

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 Happｙ　☆　Smile 足利

B-2 フレンズ 佐野

B-3 Believe 高根沢

B-4 クイーンルージュ 足利

試合順序　：　1-2 ⇒ 3-4 ⇒ 1-3 ⇒ 2-4

◆予選リーグ　C ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

C-1 スピリッツB 行田

C-2 ほっぷ 館林

C-3 みつばちハッチ 太田

C-4 自滅の刃 足利

試合順序　：　1-2 ⇒ 3-4 ⇒ 1-3 ⇒ 2-4

第23回　佐野市オ-プンチ－ム対抗テニス大会

チーム名 A-１ A-２ A-３ 勝敗 順位

勝敗 順位

チーム名 C-1 C-2 C-3 C-4 順位勝敗

チーム名 B-1 B-2 B-3 B-4



◆決勝リーグ　 ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

A1位

B1位

C1位

試合順序　：　A1-B1 ⇒ B1-C1 ⇒A1-C1

◆予選2位リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

A2位

B2位

C2位

試合順序　：　A2-B2 ⇒ B2-C2 ⇒A2-C2

◆予選3位リーグ ※6ゲーム先取（ノーアド）

受付

番号

A3位

B3位

C3位

試合順序　：　A2-B2 ⇒ B2-C2 ⇒A2-C2

◆予選4位 ※6ゲーム先取（ノーアド）

B4位

C4位

C1位

チーム名 A3位 B3位 C3位 勝敗 順位
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チーム名 A1位 B1位

チーム名 A2位 B2位 C2位 勝敗

勝敗 順位

順位



吉田　崇宏 吉田　理沙 松葉　直樹 石川　さよみ 吉澤　清志 山田　有美子

浅田　絋史 浅沼　めぐみ 松村　智也 若山　理美 関口　竹夫 河田　初枝

梅原　一剛 梅原　久代 河内　良太 星野　ますみ 深野　仁史 小谷野　結喜

山本　昌史 只野　智子

中島　政夫

宮澤　保志 金子　晴美 浅野　伸生 市川　敦子 市川　聡 市川　泰世

柳　敏幸 田島　章子 外山　亮輔 福井　寿美子 篠崎　裕司 田中　明子

田村　憲一 小松原　博子 重松　克也 阿部　加代子 小嶋　祐一 小嶋　栄美

鈴木　和彦 福井　栄一 大橋　秀子 片野　優子

大和　秀行 池澤　浩 池澤　寿美恵

平野　佳成 関口　佳子 金井　稔明 田村　千夏 本田　直人 本田　仁美

日向野　貴 棚橋　美由紀 須藤　正尊 荒川　愛華 御厨　太祐 栗原　里奈

後藤　孝文 辻　由香里 勝山　敬太 山崎　恵 八塚　僚介 間々田　祐梨

岸　卓也 樋口　美紀 白石　浩士

片岡　義貴

菊池　健一 秋草　志保 石井　真 石井　嘉代子

阿由葉　利彦 岡島　初子 中島　洋一 松本　佳子

小林　竜太 作田　佳子 福島　裕二 和田　千絵

根岸　和輝 亀田　浩子

チーム登録メンバー表

にく会(足利) BIG　BOSS　マーサン(佐野)

スピリッツB(栃木)

Happy　☆　Smile(足利) Believe(高根沢)

みつばちハッチ(太田)

自滅の刃(足利） クイーンルージュ

はやぞう（太田）

フレンズ(佐野)

ほっぷ（館林)


