
平成 31 年度 春日部市テニス協会 クラブ対抗団体戦大会 試合要項 

担当クラブ ： ダブルフォルト、エルヴェ、春日部硬式 

 

1. 開催日 ： 平成 31 年 4 月 21 日（日）  予備日：4 月 28 日（日） 

2. 場 所 ： A クラス本戦 ： 大沼コート 、 B クラス本戦 ： 庄和コート 

初戦敗退チームによるエキシビション ： 谷原コート（クラス毎） 

3. 種 目 ： 混合ダブルス、女子ダブルス、男子ダブルスによる団体戦（A クラス、B クラス） 

4. 参加費 ： １チーム 9,000 円（受付時） 

5. 賞 品 ： 優勝、準優勝 

6. その他 ： 大沼-谷原間・庄和-谷原間の移動をお願いしなければなりませんが、くれぐれも運転には注意してく 

ださい。なお、協会では傷害保険等一切付保しておりません、自己責任での移動をお願いします。 

《試合規則および注意事項》 

1. 集合時間・場所 ： ドロー表に記載。受付は時間厳守 

2. 受 付 ： ６名揃ってエントリー 

3. メンバー変更 ： 指定用紙（受付に用意）に変更前及び変更後の氏名（フルネーム）と所属クラブを記入する。 

変更後申し込みクラブメンバーが３名以下になった場合は失格。（初戦は行うが勝ち上がりの 

権利なし）、変更メンバーの所属クラブに十分気を付けること。 

既エントリー者が他チームに変更することは不可とする。 

4. 試合方式 ： ６ゲーム先取ノーアドバンテージ方式  ２勝したチームの勝利。 

5. トーナメントの進め方 

（1） A・B クラスとも 勝利チームのトーナメント方式 

初戦敗退チームによる谷原コートでのエキシビションを行う。 

（2） １回戦および２回戦（２回戦から出場チームは３回戦）まで３試合行い、 

試合順序は混合 D ⇒ 女子 D ⇒ 男子 D とする。 

以降は２勝先勝で終了。試合順は双方協議し決めるものとする。 

（3） エキシビションについて 

各クラス谷原コート先着順で対戦を決める。６名揃って受付へ申し込みすること。 

対戦は３試合全て行う。コート空き状況により複数回対戦もありえる。 

谷原コート使用不可の場合、エキシビションは中止。 

6. チーム編成 

メンバーの組み合わせは都度変更できるが、試合前の挨拶で紹介した組み合わせは変更できない。 

7. 試 合 順 

   ドロー表に記載された番号順に空きコートに入る。但し、状況により変更もありえる。 

   スピーディーな試合進行にご協力ください。 

8. 練 習 ： 初戦のみ サービス４本（２戦目以降練習なし、挨拶終了後試合開始） 

9. 報 告 ： 勝利チームが結果を結果表に記入し、ボール返却と共に本部へ報告する。 

10. 欠員が出た場合 

（1） エントリー時間までに６名揃わない場合、初戦は行うが勝ち上がりの権利はなし。 

（2） 試合途中怪我でリタイアする場合のみ、２勝すれば勝ち上がりとなる。その後も同様。 

（3） ２戦目以降怪我以外の理由で６名揃わない場合、試合は行わずそのチームは敗者となる。 

11. その他 

（1） 悪天候による大会開催の有無について電話での問い合わせは受け付けない。現地確認すること。 

但し、もし中止等が決定した場合は、Web サイトで案内する。 

（2） フェイスマスクの使用は禁止とする。（春日部市の全ての大会適用事項） 



平成31年4月21日

集合時間 1回戦 2回戦 3回戦 3回戦 2回戦 1回戦 集合時間

ミラクルショット 千代田苦
中野ウィンズ レッズウェーブ

Ａ9 Ａ13

若者ＧＯ 930-1100 1100-1230 同姓同名
レッズウェーブ Ａ1 Ａ5 レッズウェーブ
頑張れ颯斗 800- 800- シティーボーｲズ
レッズウェーブ Ａ17 Ａ19 レッズウェーブ
コートの妖怪 1230-1400 1230-1400 六輪車
レッズウェーブ Ａ2 Ａ6 レッズウェーブ
かつおもりもり 800- 930-1100 おれ、すてごま！
Ｆｒｏｍ４ Ａ10 Ａ14 ダブルフォルト

930-1100 1100-1230

はね蔵 アルト with M
ラケットでトコロテン Ａ21 Ａ22 春日部硬式
ＡＮＫ４６ しらこばとＴ.Ｃ
レッズウェーブ レッズウェーブ

Ａ11 Ａ15

ゆうこりん先生 1100-1230 1100-1230 ギリギリっす！
パワフルズ Ａ3 Ａ7 レッズウェーブ
白子のり 800- 930-1100 ナカノフィール
レッズウェーブ Ａ18 Ａ20 中野ウィンズ
がちゃぴん 1230-1400 ＴＩＴＡ４８
テニスハウスfun Ａ4 Ａ8 レッズウェーブ
転んで埼玉 800- 930-1100 ゆるキャラⅥ
レッズウェーブ Ａ12 Ａ16 サタデー

1100-1230 1230-1400

右川組 池田屋
エルヴェ エルヴェ

● 練習は、サービス４本　初戦のみ（２戦目以降練習なし、挨拶終了後試合開始）

● 試合方式　：　６ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

● １回戦および２回戦（２回戦から出場チームは３回戦）　：　３試合行う。試合順は混合D⇒女子D⇒男子Dとする

上記以降　：　２勝先勝勝ち上がり、３試合目は行いません。試合順は双方協議し決めるものとする

● チーム対抗の試合順は、原則上記番号順とするが、変更もありえる

平成31年度春日部市テニス協会クラブ対抗団体戦大会【Aクラス】
於　：　大沼コート

1 9:00 10:30 13

Bye Bye

4 7:45 9:00 16

5 7:45 9:00 17

2 7:45 7:45 14

3 7:45 7:45 15

Bye

6 9:00 10:30 18

Bye

7 10:30
Ａ23

10:30 19

Bye Bye

10 7:45 9:00 22

11 7:45 9:00 23

8 7:45 9:00 20

9 7:45 9:00 21

12 10:30 12:00 24

Bye Bye



平成31年4月21日

集合時間 1回戦 2回戦 3回戦 3回戦 2回戦 1回戦 集合時間

ブルーベリー ペガサススカイ
ブルーベリー ペガサス

Ｂ4 Ｂ8
800- 930-1100

チームルネ 至高の団体
ルネサンス Ｂ12 Ｂ14 パワフルズ
立沼の力こぶ 1100-1230 1230-1400 アフターは沢
春日部硬式 Ｂ2 ダブルフォルト

800- ｱｵﾌｼｭﾗｸﾞ
Ｂ5 Ｂ9 ルネサンス

930-1100 1100-1230

ハイバード ペンギン
 レッズウェーブ Ｂ16 Ｂ17 ラケットでトコロテン
ブレｲクバック♡ 仲良し丸
 レッズウェーブ  レッズウェーブ

Ｂ6 Ｂ10

夜明け前 930-1100 1100-1230 共栄11時集合
ラケットでトコロテン Ｂ1 Ｂ3 ダブルフォルト
一か八か 800- 800- コヅメカワウソ
NBC Ｂ13 Ｂ15 ラケットでトコロテン
続・猫ぱんち 1230-1400 1230-1400 半分、青い。
Ｆｒｏｍ４ Ｆｒｏｍ４

Ｂ7 Ｂ11
930-1100 1100-1230

やぶれかぶれ さーどぱーてぃ
ダブルフォルト 春日部硬式

● 練習は、サービス４本　初戦のみ（２戦目以降練習なし、挨拶終了後試合開始）

● 試合方式　：　６ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

● １回戦および２回戦（２回戦から出場チームは３回戦）　：　３試合行う。試合順は混合D⇒女子D⇒男子Dとする

上記以降　：　２勝先勝勝ち上がり、３試合目は行いません。試合順は双方協議し決めるものとする

● チーム対抗の試合順は、原則上記番号順とするが、変更もありえる

平成31年度春日部市テニス協会クラブ対抗団体戦大会【Bクラス】
於　：　庄和コート

1 7:45 9:00 10

ByeBye

2 7:45 9:00 11

Bye Bye

Bye Bye

3 9:00 7:45 12

Bye 7:45 13

Bye Bye

4 9:00 10:30 14

5 9:00
Ｂ18

10:30 15

7 7:45 7:45 17

8 9:00 10:30 18

6 7:45 7:45 16

9 9:00 10:30 19

Bye Bye

Bye Bye



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

岩本　達也 植竹　友彦 ﾄｺﾛ 北村　宣喜 ﾄｺﾛ
加藤　晶子 堀井　萌江 堀内　聡乃 ﾊﾟﾜ
森永　雄太 山根　辰典 渡邉　善仁 ﾄｺﾛ

  倉橋　玲子　 倉橋　杏実 片桐　歩
遠藤　幸成 松井　浩章 北村　博
高木　智子 須賀　希望 高津戸　恵美子 ﾄｺﾛ
山下　秀夫 鈴木　隆之 彦野　義明 武里
山田　昌子 山口　智子 黒河　美幸
森田　伸康 鈴木　勝也 森高　義朗 ﾚｯｽﾞ

名倉　富美子 濱野　江利子 平井　かおり ﾚｯｽﾞ
羽石　隆志 堀江　誠 田辺　翔太

小板橋　明子 古賀　千恵 中野 石野　美智子 ﾚｯｽﾞ
藤本　勇二 米倉　靖行 大川　翼
平野　未来 藤田　祐子 伊藤　智子 硬式
芦田　秀史 高橋　正仁 染谷　和広
宮本　祐子 柴田　真由美 西江　美枝
又木　大亮 白子　邦明 ｱﾙﾄ 栗本　卓 ｱﾙﾄ
又木　紅美 石崎　さとみ 小池　絵理 武里
古河　誠 ﾄｺﾛ 川内谷　亮 ﾄｺﾛ 竹内　達彦

森田　和子 牧　良子 山木　真知子
高橋　謙造 相楽　毅 倉橋　渉
中川　美奈 石倉　雅子 後庵　恭子
右川　信司 大堀　琢磨 猪股　由之
望月　直美 城野　茜 江口　舞

千代田　範人 剣　大輔 豊田　優 武里
中村　 貴子 三田　 美加 谷利　麻理子 武里
玉井　雅一 MAX 田中　晃一 尾花　彰一 ルネ

石井　美幸　 田中　優子 田中　優子 ﾄｺﾛ
菊池　辰哉 鈴木　祥平 山崎　裕也
菅澤　理恵 栗原　法子 名倉　久美
渡部　直厳 吉弘　岳男 樋口　智明

安部　美登利 三ﾂ橋　亜希子 中野 矢野　純子 ＮＢＣ
熊田　靖雄 早坂　一史 Ｆ4 長谷川　幸太 武里
木田　美希 設楽　智美 松本　みなみ
圓子　武蔵 糸井　大典 ｱﾙﾄ 染谷　淳一 ｱﾙﾄ
古澤　優子 川渕　奈穂 荒木　幸子 ﾚｯｽﾞ
日高　誠 森元　和久 小松崎　洋

山本　美恵子 　山口　 晶子　 高橋　真千子
目等　隆浩 大森　与輝 鎌田　朋浩 ﾄｺﾛ
河野　智恵 夏井　美恵 山田　由佳利
永吉　伸作 米澤　圭祐 米丸　一樹 ｻﾀﾃﾞ
西前　祥子 内田　さち恵 小坂　早苗
田中　正則 阿部　慎太郎 吉池　將

山田　みゆき 石原　明子 斉藤　美保子
小林　雄一 ﾄｺﾛ 上原　浩 須貝　聖也
原　菜月 ダボ 山口　美幸 ﾄｺﾛ 須貝　裕美

池田　典義 鈴木　理 豊田　拓巳
伊藤　史子 MAX 坂本　香織 柴本　美有紀 硬式

平成31年度　クラブ対抗団体戦大会エントリーチーム
　【　Aクラス　】

番号 クラブ名 チーム名

2  レッズウェーブ 若者ＧＯ

1 中野ウィンズ ミラクルショット

4  レッズウェーブ コートの妖怪

3  レッズウェーブ 頑張れ颯斗

6 ラケットでトコロテン はね蔵

5 Ｆｒｏｍ４ かつおもりもり

8 パワフルズ ゆうこりん先生

7  レッズウェーブ ＡＮＫ４６

10 テニスハウスfun がちゃぴん

9  レッズウェーブ 白子のり

12 エルヴェ 右川組

11  レッズウェーブ 転んで埼玉

14  レッズウェーブ 同姓同名

13  レッズウェーブ 千代田苦

16  レッズウェーブ 六輪車

15  レッズウェーブ シティーボーｲズ

18 春日部硬式 アルト with M

17 ダブルフォルト おれ、すてごま！

20  レッズウェーブ ギリギリっす！

19  レッズウェーブ しらこばとＴ.Ｃ

22  レッズウェーブ ＴＩＴＡ４８

21 中野ウィンズ ナカノフィール

24 エルヴェ 池田屋

23 サタデー ゆるキャラⅥ



上段：男子 所属 所属 所属

下段：女子 クラブ クラブ クラブ

中野　好和 硬式 田村　彰 硬式 田川　秀美
古阪　訓子 田川　明子 谷利　ゆり子 武里

飛鳥馬　孝之 斉藤　貴紀 近藤　琢磨
玉井　ひろこ 近藤　麻紀子 近藤　絢音
三浦　広光 風見　敬一 井上　智夫
沓名　知子 鈴木　由美子 高橋　陽子
高鳥　信一 内藤　功 小林　卓也
亀山　知美 柴田　圭子 ﾄｺﾛ 梅澤　智美 ﾄｺﾛ
土屋　和彦 増森　平 葛城　英昭
浅井　京子 湯田　弘美 葛城　智恵子
倉持　吉伸 大杉　潤一 ルネ 田中　信介
神山　陽子 岡山　和恵 ルネ 柴本　真奈美 ﾚｯｽﾞ
小坂　良二 中野 谷山　友彦 中野 森本　明伸 中野

堀内　留利子 笠原　やす江 高橋　緑
尾崎　徹 中村　正勝 中村　洋太郎

尾崎　裕子 志賀　三千代 中村　弘美
杉本　一夫 新井　俊行 木下　義之
池田　由美 新井　優子 瀬野　さとみ
田口　滋 関根　幸夫 島村　誠

小谷野　静子 大川　直美 山下　希代子
布川　孝二 川上　良雄 橋本　真吾 武里
植木　寿子 中村　寿子 瓜生　聡子
池田　力也 金井　弘隆 芳口　哲也

金井　美栄子 移川　陽子 米丸　理子 ｻﾀﾃﾞ
北代　真一 浜田　修平 飯島　直樹
田村　浩美 ＭＡＸ 田中　てるみ ＭＡＸ 鈴木　真澄
森田　倫広 佐藤　正幸 浦井　弘造
湯沢　鎮淑 佐藤　秀子 中野　みゆき 中野
大川原　隆 稲見　洋一 玉谷　明男 ＮＢＣ
内田　直美 勝呂　宣子 ＭＡＸ 日吉　晴子 ルネ
渡辺　文彦 山野井　浩志 郡嶋　政司

戸枝　よし江 Ｆ4 沙魚川　彩子 硬式 細木　洋子 硬式
関根　健 矢沢　隆之 堀江　賢一

金子　明美 関根　ゆり 守田　真由美
松林　繁 名倉　雅樹 棚町　謙一

高見　昌代 荒井　美津子 間宮　則子 ﾚｯｽﾞ
圓子　恭弘 圓子　航平 斎藤　聖也
小路　由美 ﾚｯｽﾞ 米澤　久美子 ﾚｯｽﾞ 大高　慈美 ﾚｯｽﾞ

平成31年度　クラブ対抗団体戦大会エントリーチーム
　【　Bクラス　】

番号 クラブ名 チーム名

2 ルネサンス チームルネ

1 ブルーベリー ブルーベリー

4  レッズウェーブ ハイバード

3 春日部硬式 立沼の力こぶ

6 ラケットでトコロテン 夜明け前

5  レッズウェーブ ブレｲクバック♡

8 Ｆｒｏｍ４ 続・猫ぱんち

7 NBC 一か八か

10 ペガサス ペガサススカイ

9 ダブルフォルト やぶれかぶれ

12 ダブルフォルト アフターは沢

11 パワフルズ 至高の団体

14 ラケットでトコロテン ペンギン

13 ルネサンス ｱｵﾌｼｭﾗｸﾞ

16 ダブルフォルト 共栄11時集合

15  レッズウェーブ 仲良し丸

18 Ｆｒｏｍ４ 半分、青い。

17 ラケットでトコロテン コヅメカワウソ

19 春日部硬式 さーどぱーてぃ


