
令 和 元 年 度　春 日 部 市 冬 季 ダ ブ ル ス 大 会　兼　春 季 県 大 会 予 選 会

主催　：　春日部市テニス協会

　　　１．開　催　日　：　令和２年２月２日（日）　　予備日：２月９日（日）

　　　２．場　　　 所　：　庄和コート  ～  予選会   　男子   ・  女子

　　　　　　　　　　　 　：　大沼コート  ～  非予選会  男子Ａ ・ 女子Ｂ

　　　　　　　　　　　 　：　谷原コート  ～  非予選会　男子Ｂ ・ 女子Ａ

　　　３．種　　　 目　；　一般男子ダブルス・一般女子ダブルス（県予選・Ａクラス・Ｂクラス）

　　　４．試合形式 　：　県　予　選   ～  トーナメント戦（３位および５位決定戦を実施します）

　　 　　　 　 　  　 １セットマッチ（１２ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　　　 　：　Ａ・Ｂクラス  ～  ３～５チームによるリーグ戦後各ブロック１位決勝戦

　　　　　　・ ブロック順位決定方法

　　　　　　    ①  勝率

　　　　　　    ②  ２チーム同じ場合、直接対決の勝者

　　　　　　　　　　 ３チーム同じ場合、取得ゲーム率＝取得ゲーム／総ゲーム

　　　　　　    ③  ジャンケン

　　　　　　・ 全試合  ６ゲーム先取　ノーアドバンテージ

　　　　　　・ 棄権が出た場合、一部組合せを変更することがあります。

　　　　　　・ コート事情により県予選の試合を優先する場合があります。

＊ 練習は、予選会が各試合サービス４本、非予選会がリーグ戦初戦のみ

　　サービス４本、決勝戦は各試合サービス４本

　　　５．使　用　球　：　県予選～ダンロップＦＯＲＴ　　　非予選会～ダンロップセントジェームス

　　　６．審判方法 　：　セルフジャッジ方式

　　　７．参　加　料　：　３，０００円 ／ 組　（当日徴収）

　　　８．集合時間　 ：　ドロー表に記載（遅れた場合棄権とみなします）

　　　９．雨　天　時　：　当日会場にて確認願います（電話等による問合せは不可）

　　１０．そ　の　他　：　①県大予選会での各上位５組は県大会に推薦します。

    但し、推薦枠が減った場合はその限りではない。

②県大会申込は各自自己責任で行うこと。（協会は代理申込は行わない）

③東部郡市大会（３月８日：予備日３月１５日、於幸手市）の推薦について

   東部郡市大会はポイント割当がなくなり、この冬季ダブルス大会出場者の内

   で、出場希望者を推薦いたします。ついては、当日、出場希望者は、参加費

   （３，０００円）を添えて受付に申し出てください。

   但し、県大会推薦者は出場権がありません。

④試合はテニスウェアを着用すること。（女性のフェイスマスクは不可）

⑤参加申し込み後、試合を辞退された場合でも各クラブの代表者を通じて

　 参加費を徴収いたします。

⑥非予選会については、ペア片方のみのメンバー変更を受付時まで認めます。

⑦２月２日の庄和会場・大沼会場の試合が終了し、谷原会場の試合が順延に

   なった場合は、男子Ｂが庄和会場全員９：００集合、女子Ａが大沼会場全員

   ９：００集合となります。

⑧試合当日、選手の皆様に会場の準備及び片付けのお手伝いをお願いし

　 ますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。

　　１１．大会担当　：　ディレクター　　松本　雄太

　　　　　　　　　　　　：　担当クラブ　  　武里テニスクラブ、ブルーベリーテニスクラブ

兼　東 部 郡 市 予 選 会 実 施 要 領



白子　邦明 ｱﾙﾄ 吉川　一輝 RTT

鈴木　健太 ｱﾙﾄ 福迫　弘晃 RTT

玉井　雅一 MAX

関根　健 ﾄｺﾛﾃﾝ

中澤　征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 熊田　靖雄 ダボ

藤原　仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 米丸　一樹 ｻﾀﾃﾞｰ

米地　篤 武里 泉谷　拓身 ｱﾙﾄ

花田　一成 武里 相楽　有三 ﾄｺﾛﾃﾝ

鎌形　裕介 ﾚｯｽﾞ 櫻井　淳 MAX

笠井　省吾 ﾚｯｽﾞ 及川　克己 MAX

町田　兆至 中野 出口　卓央 ｱﾙﾄ

瀬戸　秀治 中野 糸井　大典 ｱﾙﾄ

３位決定戦 ５位決定戦

加藤　晶子 中野 森田　和子 fun

古賀　千恵 中野 牧　良子 fun

長谷川　純子 武里 北原　佳子 ﾚｯｽﾞ

木田　美希 ダボ 堀本　陽子 春硬

田中　優子 ﾄｺﾛﾃﾝ 三田　美加 ﾚｯｽﾞ

森田　智愛 ﾚｯｽﾞ 又木　紅美 ﾚｯｽﾞ

３位決定戦 ５位決定戦

＊ １セットマッチ（１２ポイントタイブレーク）

＊ 全試合ニューボール

＊ 賞品 ： 参加賞、 優勝、準優勝、３位
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庄和コート       集合時間 ： 全員９：００
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庄和コート       集合時間 ： 全員９：００

＜  男子　予選会  ＞

令和元年度 春日部市冬季ダブルス大会 兼 県 ・ 東部郡市予選会

令和2年2月2日
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令和元年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   男子 非予選会Ａ   ＞

大沼コート    集合時間  ：  全員８：２０

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

清水　謙 武里 赤坂　祐一 MAX

加藤　稔 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 金子　明 MAX

芦田　秀史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 高橋　正仁 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

佐藤　誠 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 今村　隆文 フジ

樋口　智明 ﾚｯｽﾞ 篠崎　智紀 ﾚｯｽﾞ

吉弘　岳男 ﾚｯｽﾞ 長谷川典夫 ﾚｯｽﾞ

伊東　健一 ﾄｺﾛﾃﾝ 山木　啓一郎 fun

大川　翼 ﾚｯｽﾞ 日高　誠 ﾚｯｽﾞ

Ｃブロック Ｄブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝－負 順位

長谷川　幸太 武里 田口　滋 ﾍﾟｶﾞｻｽ

豊田　優 武里 佐久間　一也 ﾍﾟｶﾞｻｽ

高橋　一博 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 齋藤　禎昭 ﾚｯｽﾞ

染谷　和広 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 内藤　　功 ﾚｯｽﾞ

高鳥　信一 ﾚｯｽﾞ 森永　雄太 ﾚｯｽﾞ

小林　卓也 ﾚｯｽﾞ 渡邉　善仁 ﾄｺﾛﾃﾝ

品田　賢大 ｱﾙﾄ

染谷　淳一 ｱﾙﾄ

試合順 ： ３ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ　①vs② → ①vs③ → ②vs③ リーグ戦順位決定方法  ：  
　　    ４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs③ →②vs④ ①勝率

→ ①vs④ → ②ｖｓ③ ②２チーム同じ場合、直接対決の勝者
   ３チーム同じ場合、取得ゲーム率＝取得ゲーム／総ゲーム

６ゲーム先取、ノーアドバンテージ ③ジャンケン

リーグ戦初戦および決勝トーナメント初戦のみニューボール 練習 ： リーグ戦は初戦のみサービス４本
　　　　 決勝トーナメントは各試合サービス４本

賞品 ： 参加賞、 優勝、準優勝、３位

１位トーナメント ３位決定戦
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令和元年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   女子 非予選会Ａ   ＞

谷原コート    集合時間  ：  全員９：００

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

堀内　聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 渡邉　和子 ﾚｯｽﾞ

日下部　由美子 MAX 山本　美恵子 ﾚｯｽﾞ

国延　友子 ﾚｯｽﾞ 大場　美智子 武里

佐藤　ゆかり ﾚｯｽﾞ 古澤　優子 春硬

樋口　たか子 ﾚｯｽﾞ 内田　さち恵 中野

田中　優子 ﾚｯｽﾞ 小坂　早苗 中野

移川　陽子 ダボ 坂田　利永 ﾚｯｽﾞ

嶋村　洋子 ダボ 栗本　章子 ﾚｯｽﾞ

Ｃブロック Ｄブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ 勝－負 順位

谷利　麻理子 武里 柴本　美有紀 春硬

中村　貴子 ﾚｯｽﾞ 堀井　萌江 中野

土屋　瑞江 ｻﾀﾃﾞｰ 鈴木　真澄 ﾙﾈｻﾝｽ

須貝　裕美 ｻﾀﾃﾞｰ 田中　てるみ MAX

細木　洋子 春硬 海老島　美枝 ﾚｯｽﾞ

大久保　久仁子 春硬 内藤　 周子 ﾚｯｽﾞ

荒井　妙子 ﾚｯｽﾞ 池田　由美 ダボ

宮岡　祐子 ﾚｯｽﾞ 苅谷　由起子 ﾚｯｽﾞ

荒木　幸子 ﾚｯｽﾞ

Ｅブロック 秋元　京子 ﾚｯｽﾞ

氏名 クラブ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ 勝－負 順位

山口　智子 ﾚｯｽﾞ

川渕　奈穂 春硬

植木　寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

石野　美智子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

小池　絵理 武里

藤田　祐子 ﾚｯｽﾞ

舟幡　 綾子 ﾚｯｽﾞ

大久保　美香 ﾚｯｽﾞ

６ゲーム先取、ノーアドバンテージ リーグ戦順位決定方法  ：  
①勝率

試合順：  ４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs③ →②vs④ ②２チーム同じ場合、直接対決の勝者
　　　　→ ①vs④ → ②ｖｓ③    ３チーム同じ場合、取得ゲーム率＝取得ゲーム／総ゲーム

　　　　 　　５ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs⑤ →②vs④ ③ジャンケン
　　　　→ ③vs⑤ → ①ｖｓ④ → ②ｖｓ③
　　　　　　→ ④vs⑤ → ①ｖｓ③ → ②ｖｓ⑤ 練習 ： リーグ戦は初戦のみサービス４本

　　　　 決勝トーナメントは各試合サービス４本
リーグ戦初戦および決勝トーナメント初戦のみニューボール

賞品 ： 参加賞、 優勝、準優勝、３位

１位トーナメント ３位決定戦
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令和元年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   男子 非予選会Ｂ   ＞

谷原コート    集合時間  ：  全員８：２０

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

都倉　貴宏 ﾙﾈｻﾝｽ 大舘　一之 ﾙﾈｻﾝｽ

野口　照夫 MAX 山下　正芳 ﾙﾈｻﾝｽ

宍倉　正浩 春硬 森本　明伸 中野

井上　智夫 春硬 中野　智重 中野

鳥海　賢一 ﾘｱﾙｵﾌ 澤田　和義 ﾘｱﾙｵﾌ

山嵜　誠 ﾘｱﾙｵﾌ 和田　敦志 ﾘｱﾙｵﾌ

山野井　浩志 ダボ 小林　英昭 武里

山野井　郁弥 ダボ 高橋　伸介 武里

Ｃブロック Ｄブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ 勝－負 順位

菅原　国嘉 ﾙﾈｻﾝｽ 近藤　玲央 ﾙﾈｻﾝｽ

川島　敏夫 ﾄｺﾛﾃﾝ 近藤　兼叶 ﾙﾈｻﾝｽ

圓子　恭弘 春硬 名倉　雅樹 F4

林田　雄三 春硬 森田　伸康 F4

大川原　隆 ﾚｯｽﾞ 杉本　一夫 ダボ

稲見　洋一 ﾚｯｽﾞ 新井　俊行 ダボ

石川　洋 武里 山本　昌弘 春硬

橋本　悟 武里 吉田　忠典 ﾚｯｽﾞ

松本　和生 中野

高草木　正俊 中野

６ゲーム先取、ノーアドバンテージ リーグ戦順位決定方法  ：  
①勝率

試合順：  ４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs③ →②vs④ ②２チーム同じ場合、直接対決の勝者
　　　　→ ①vs④ → ②ｖｓ③    ３チーム同じ場合、取得ゲーム率＝取得ゲーム／総ゲーム

　　　　 　　５ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs⑤ →②vs④ ③ジャンケン
　　　　→ ③vs⑤ → ①ｖｓ④ → ②ｖｓ③
　　　　　　→ ④vs⑤ → ①ｖｓ③ → ②ｖｓ⑤ 練習 ： リーグ戦は初戦のみサービス４本

　　　　 決勝トーナメントは各試合サービス４本
リーグ戦初戦および決勝トーナメント初戦のみニューボール

賞品 ： 参加賞、 優勝、準優勝、３位

１位トーナメント ３位決定戦
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令和元年度春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜   女子 非予選会Ｂ   ＞

大沼コート    集合時間  ：  全員９：００

Ａブロック Ｂブロック
氏名 クラブ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝－負 順位 氏名 クラブ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝－負 順位

跡部　いずみ 春硬 高橋　陽子 春硬

岩田　由紀 春硬 小林　美弥子 春硬

山元　歩美 ﾙﾈｻﾝｽ 岩田　美智子 ﾙﾈｻﾝｽ

神山　陽子 ﾄｺﾛﾃﾝ 日吉　春子 ﾙﾈｻﾝｽ

長田　智美 春硬 沙魚川　彩子 春硬

沓名　知子 春硬 山田　昌江 春硬

瓜生　聡子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 萩原　圭子 ﾄｺﾛﾃﾝ

中村　寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 松本　布美子 ﾄｺﾛﾃﾝ

Ｃブロック
氏名 クラブ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝－負 順位

鈴木　由美子 春硬

吉村　真由美 春硬

戸枝　よし江 F4

小澤　眞由美 F4

山木　真知子 fun

相馬　絵理子 fun

６ゲーム先取、ノーアドバンテージ リーグ戦順位決定方法  ：  
①勝率

試合順 ： ３ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ　①vs② → ①vs③ → ②vs③ ②２チーム同じ場合、直接対決の勝者
　　    ４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ  ①vs② → ③vs④ → ①vs③ →②vs④    ３チーム同じ場合、取得ゲーム率＝取得ゲーム／総ゲーム

→ ①vs④ → ②ｖｓ③ ③ジャンケン

リーグ戦初戦および決勝戦初戦のみニューボール 練習 ： リーグ戦は初戦のみサービス４本
　　　　 決勝戦は各試合サービス４本

賞品 ： 参加賞、 優勝、準優勝、３位

決勝戦
氏名 クラブ Ａ Ｂ Ｃ 勝－負 順位

Ａ

Ａ４

Ａ３

Ｃ２

Ａ２

Ｃ４

Ａ１

令和2年2月2日

Ｂ１

Ｂ２

Ｃ３

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ

Ｃ

Ｃ１


