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令和４年度年末ダブルス大会 庄和会場実施要項・参加者リスト 
主催 ： 春日部市テニス協会 

 
 
 
 
 
 
 

下記のとおり実施いたしますが、コロナ禍での運営となりますので、注意事項等を遵守しながら試
合を楽しんでください。 
 

記 
1. 開催日：令和４年１２月３日（土） 予備日：１２月１０日（土） 
2. 大会会場：庄和テニスコート 
3. 集合時間：８時４０分 
4. チーム分け・試合方法：当日発表します。 
5. 試合上のコロナ対策 

(1) チームの目印として、色付きのリボンを受け付け時にお渡しします。なお、そのリボンは回
収しませんので、各自持ち帰って捨ててください。 

(2) リーダーは、試合の進行に目を配り、スムーズな進行にご協力をよろしくお願いします。 
(3) 応援などでコート内に入れる人数は、各ベンチ 2 人までとします。また、大声での応援は禁

止とし、拍手のみの応援にしてください。 
(4) コート外での応援や待機中も、ソーシャルディスタンスを保つようにしてください。 

６．当日のキャンセル 
(1) 当日キャンセルされた場合も参加費用を徴収します。 
(2) メンバー交代およびキャンセルは、できるだけ事前に連絡をお願い致します。 

① 事前連絡 : endyear-doubles-sho@k-t-a.org 
② 当日連絡：090-4245-9053（米丸） 

７．賞品：順位ごとに、ささやかではありますが賞品を準備します。 
８．当日の大会延期・中止について 

天候不良による順延もしくは中止につきましては、庄和コート掲示板に朝７：４５頃に貼り出 
します。電話やメールでの問い合わせ、連絡は行いませんのでご注意願います。 

９．その他 
   今年も豚汁などの用意はありませんので、各自で昼食の用意をお願いします。 
 

春日部市テニス協会年末ダブルス大会 庄和会場 
   ディレクター：サタデーテニスサークル  米丸 一樹 

大会運営：サタデーテニスサークル、中野ウィンズ 
以上 

≪新型コロナウィルス感染拡大防止対策注意事項≫ 

 体温 37.5℃以上の選手は参加出来ません。事前に自宅で検温をおこなってください。 
 来場者はマスクの着用をお願いします。但し、試合中はマスクを外しても構いません。 
 コート内に入れるのは選手および応援者（各ベンチに 2 人まで）のみとします。 
 コートの出入口に手指消毒液を準備しますので、必ず消毒して出入りしてください。 
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No. 氏 名 所 属 名 No. 氏 名 所 属 名 No. 氏 名 所 属 名

1 玉井 雅一 フェニックス 25 山本 雄史 パワフルズ 1 蓮見 いず美 フェニックス

2 大舘 一之 フェニックス 26 熊田 靖雄 ダブルフォルト 2 矢野 純子 フェニックス

3 大川原 隆 フェニックス 27 神崎 敦史 ダブルフォルト 3 柴本 真奈美 フェニックス

4 吉田 秀顕 フェニックス 28 新井 伸之 ダブルフォルト 4 植竹 由紀子 フェニックス

5 広田 孝雄 フェニックス 29 島村 誠 ペガサス 5 國嶋 江美子 フェニックス

6 稲見 洋一 フェニックス 30 玉谷 明男 ペガサス 6 遠藤 昭子 フェニックス

7 西澤 洋人 アルトバイエルン 31 澤頭 勇逸 ペガサス 7 板垣 かおり 中野ウィンズ

8 小松 尚次 アルトバイエルン 32 林 優利 ペガサス 8 大橋 悦子 ダブルフォルト

9 城 光男 ブルーベリーＴＣ 33 大前 進 ペガサス 9 牧 良子 テニスハウスfun

10 村上 信二 ブルーベリーＴＣ 34 多賀 義郎 ルネサンス春日部 10 小嶋 留理子 テニスハウスfun

11 安河内 隆義 ブルーベリーＴＣ 35 土屋 和彦 レッズウェーブ 11 喜多 初代 テニスハウスfun

12 荻原 茂 ブルーベリーＴＣ 36 高鳥 信一 レッズウェーブ 12 水井 尚子 ペガサス

13 田川 秀美 ブルーベリーＴＣ 37 石鍋 貴広 レッズウェーブ 13 柴田 圭子 レッズウェーブ

14 中野 智重 中野ウィンズ 38 丸川 洋二 レッズウェーブ 14 梅澤 智美 レッズウェーブ

15 森本 明伸 中野ウィンズ 39 坂平 祐樹 レッズウェーブ 15 中村 信子 レッズウェーブ

16 小坂 良二 中野ウィンズ 40 北村 博 レッズウェーブ 16 三戸部 雅子 レッズウェーブ

17 正根知 達也 中野ウィンズ 41 中野 好和 春日部硬式 17 石原 祐子 レッズウェーブ

18 木村 昭憲 パワフルズ 42 井澤 健一 春日部硬式 18 小林 有希 レッズウェーブ

19 石井 誠 パワフルズ 43 圓子 恭弘 春日部硬式 19 谷口 民子 レッズウェーブ

20 高橋 一博 パワフルズ 44 岸 雅雄 武里ＴＣ 20 笹原 みさ子 レッズウェーブ

21 高橋 正仁 パワフルズ 45 中野 哲也 リアルオフ 21 斎藤 京子 春日部フジ

22 生井 弘義 パワフルズ 46 阿部 喜和 サタデーＴＣ 22 飯島 孝枝 サタデーＴＣ

23 小谷中 敏男 パワフルズ 47 中川 寛 サタデーＴＣ 23 富永 芳枝 サタデーＴＣ

24 染谷 和広 パワフルズ 48 米丸 一樹 サタデーＴＣ 24 米丸 理子 サタデーＴＣ
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