
総合運動公園テニスコートで行います。
受付は、各種目の受付締切時間までにすませてください。
受付は、必ず二人揃ってから行ってください。　一人では受け付けない。
雨天等で日程変更の場合は、HPでアップしますのでご確認お願いします。

1月29日(日) ：男子・女子ダブルス　リーグ戦・順位トーナメント

２月５日(日) ：男子・女子ダブルス　順位トーナメント準決勝・決勝

２月１２日(日) ：予備日

第22回　春季ダブルス選手権大会(2016年度日程）
 足利テニス協会

試合進行予定表

コート 足利市総合運動場テニスコート（16面）

８：００

競技運営）

受付締切
時間

担当クラブ）
競技運営）

※役員は７：１５集合　　／　　≪運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫
男子女子ダブルス：全員

受付締切
時間

担当クラブ） 　　みくりやTC
　　峰岸

コート 足利市総合運動場テニスコート（8面）
　　River
　　宮澤

男子女子ダブルス：全員９：００

受付締切
時間

足利市総合運動場テニスコート（８面）

競技運営委員競技運営）
担当クラブ）

※役員は７：３０集合　　／　　≪運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

※役員は８：１５集合　　／　　≪運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

コート

順延の場合は、詳細をHPにアップいたします。



１） 出場者は、受付締切時間までに受付をすませてください。時間は電波時計で確認しています。
時間は厳格に行ないます（Ｗ．Ｏ．に注意してください）。
受付は、必ず二人揃ってから行ってください。　一人では受け付けない。
その日に２度以上試合がある場合、次の試合のコール時不在の場合は棄権とします。

２） 予定変更の場合は、ホームページに掲示します。必ず、ご確認ください。
尚、少々の雨では決行する予定です。

３） 試合方法：　全て、セミ・アドバンテージ方式です。
リーグ戦は、6ゲームズプロセットマッチ(6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

男子は各リーグ順位にて1～4位でのトーナメント
女子は各リーグ順位にて１・２位トーナメント　３・４位トーナメント

トーナメントは、８ゲームマッチ（８－８、１２Ｐタイブレーク）　
１位２位トーナメントの準決勝・決勝は、３セットマット（6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ、ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄ10ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

４） 試合は全てセルフジャッジとします。
試合中「けいれん」等のための処理時間はとれません。「けいれん」等のため試合を中断した場合、
そのプレイヤーは棄権となります。

５） 試合前の練習は、サービス8本としてください。

６） 試合ボールについて
３組のリーグは４球、４組のリーグは６球をリーグの１番上の組に渡しますので、順番に使用して下さい。
尚、試合後にブロックの最上段のチームが本部にボールを返却してください。

７） 試合が終わったら、勝者は、速やかに本部まで結果報告して下さい。

８） 試合規程は、日本テニス協会本年度規程によります。
ただし、Ｔシャツの着用等、一部ローカルルールを採用します。
※ セルフジャッジのため、フットフォルトに充分注意してください。
① 会場内にはゴミ箱の設置がありませんので、各自持ち帰るようにお願いします。
② スポーツ保険に加入の上、試合にご参加ください。

９） 大会への問合せは、ホームページにお願いします。

競技運営委員の携帯：０９０―６１７５―４２７０（競技運営委員　宮澤）でも対応しています。

10） 北側駐車場の縁石から直接車の出入りと路上駐車をしないようにしてください。

大会注意事項



A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

福岡　幸江 足利ローン
若山　理美 足利ローン

斎田　京子 足利みなみ
牛窪　まさ子 ポプラ

中村　須江 エースアカデミー
筒井　裕美 エースアカデミー

小泉　和恵 足利ローン
田島　章子 足利ローン

B
氏名 クラブ名 5 6 7 8 順位

赤坂　小百合 足利みなみ
石川　さよみ 足利みなみ

山根　孝子 足利ローン
安藤　　緑 足利ローン

柊木　卓子 ラヴオール
金子　晴美 足利みなみ

森川　由美子 足利ローン
坪井　友美 足利ローン

C
氏名 クラブ名 9 10 11 12 順位

小高　直子 ラベンダー
小松原　博子 ラヴオール

小林　純子 ふぇぶれす
青木　成美 ふぇぶれす

山澤　美穂乃 足利ローン
平野　久美枝 足利ローン

遠藤　律子 足利みなみ
中三川　俊香 ポプラ
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D
氏名 クラブ名 13 14 15 順位

小林　かほり 足利ローン
峰岸　麻美 足利ローン

斎藤　喜美子 ふぇぶれす
大谷　康子 足利みなみ

田巻　明日美 足利ローン
松本　佳子 足利みなみ

Ｅ
氏名 クラブ名 16 17 18 順位

高澤　千恵子 足利みなみ
久保田　和希子 足利みなみ

和田　千絵 足利みなみ
福田　喜代美 ラヴオール

平山　和美 足利ローン
星野　ますみ 足利ローン

13
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A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

奥山　直大 足利ローン
松橋　佳一郎 サンデー

髙田　壱斗 足利ローン
渡辺　健吾 足利ローン

中根　政範 サンデー
中根　颯斗 足利みなみ

斉藤　善久 スイートピーテニスクラブ

原　弘 スイートピーテニスクラブ

B
氏名 クラブ名 5 6 7 8 順位

田村　憲一 足利ローン
去田　巧 ラヴ・オール

小松原　亮介 足利工業高校

稲村　直哉 高体連

松下　裕太 足利ローン
早乙女　竜也 みくりやＴＣ

高田　和男 ふぇぶれす
菊地　廣光 ふぇぶれす

C
氏名 クラブ名 9 10 11 12 順位

真尾　匠一 足利ローン
鈴木　展明 足利ローン

倉上　豊治 足利みなみ
福永　司 足利みなみ

加藤　忠克 足利みなみ
木南　延年　 ラベンダー

松崎　克佳 足利工業大学硬式テニス部

モラン・ホセ 足利工業大学硬式テニス部

D
氏名 クラブ名 13 14 15 16 順位

柳　敏幸 足利ローン
金子　正二 足利ローン

中島　善夫 みくりやＴＣ
影山　祐右 ラウ゛オール

大川　伊佐雄 サンデーTC
蔵場　修平 足利グリーン

室岡　勇人 みくりやＴＣ
堀越　基好 みくりやＴＣ
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E
氏名 クラブ名 17 18 19 20 順位

田島　基豪 アキレス
植竹　徹 足利ローン

荘司　和男 サンデーTC
木村　健嗣 サンデーTC

宮澤　博文 足利ローン
尾崎　大海 足利工業高校

砺波　哲也 チームＵ＆Ｔ
遠藤　勝也 足利ローン

F
氏名 クラブ名 21 22 23 24 順位

福田　健一 足利ローン
関　克之 足利ローン

白石　浩士 足利工業大学硬式テニス部

石井　颯介 足利工業大学硬式テニス部

田村　純一 みくりやＴＣ
影山　智久 みくりやＴＣ

新里　敏幸 足利ローン
小林　竜太 足利ローン

G
氏名 クラブ名 25 26 27 28 順位

入沢　伸年 足利グリーン
小野塚　隆 足利グリーン

久保田　文一 足利ローン
野本　雅彦 ふぇぶれす

荒金　樹 足利工業大学硬式テニス部

高橋　拓海 足利工業大学硬式テニス部

今村　正芳 スイートピーテニスクラブ

柏瀬　敏雄 スイートピーテニスクラブ

H
氏名 クラブ名 29 30 31 32 順位

遠藤　紀行 みくりやＴＣ
吉田　文彦 みくりやＴＣ

秋吉　司 みくりやＴＣ
丹羽　孝明 チームＵ＆Ｔ

菊地　廉 足利ローン
宮澤　将信 足利ローン

井田　勇人 足利工業大学硬式テニス部

小里　海渡 足利工業大学硬式テニス部32
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I
氏名 クラブ名 33 34 35 順位

改田　敬一 足利ローン
岡部　昭男 足利ローン

大屋　成之 みくりやＴＣ

ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ

江田　真一 足利グリーン
柴宮　和弘 足利グリーン

J
氏名 クラブ名 36 37 38 順位

大久保　達彦 足利ローン
三浦　敦朗 足利ローン

小松原　富茂次 サンデーTC
金子　剛 サンデーTC

高際　達也 みくりやＴＣ
井桁　修 みくりやＴＣ

K
氏名 クラブ名 39 40 41 42 順位

宮澤　保志 足利ローン
河内　良太 足利ローン

大和　秀行 足利ローン
久保田　桂輔 足利ローン

石川　祥 足利ローン
藤倉　俊一 ラヴ・オール

松葉　直樹 足利ローン
田部井　究也 足利ローン

39から42は、本戦シード決めリーグとする。
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男子1位トーナメント

K1位 K3位

K4位 K2位

男子2位トーナメント

男子3位トーナメント

男子4位トーナメント

2月5日
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女子1位・2位トーナメント

A1位 CD1位

E1位

E1位

CD1位 B1位

6

女子3・4位トーナメント
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2月5日平成29年1月29日
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