
第３０回ひたちなか市民

ミックス・ダブルステニス大会

　　　協力　：　ひたちなか市各テニスクラブ

　　　会場　：　ひたちなか市総合運動公園

　　　主催　：　ひたちなか市体育協会

　　　主管　：　ひたちなか市テニス連盟

　　　期日　：　２０１３年 ７月２１日（日）・８月４日予備日８月１１日（日）



　　注意事項（よく読んで下さい）

　　１．　集合時間 　　　８ 時 ５０ 分　　　試合開始　９ 時

　　２．　試合方法  全て、６ゲーム先取・セミノーアドバンテージ

　１０．　リーグ戦の試合順　　　　①Ａ－Ｂ　　②Ａ－Ｃ　　③Ｂ－Ｃ

　　　　　　　 リーグ戦で欠場者がいた場合は、変更します。

　　３．　試合はセルフジャッジとします。

　　　　　（互いに認めた審判がいる場合はこの限りではない。）

　　　　　コールはサーバーが大きな声でおこなって下さい。

　　４．　ウォーミングアップはサービス４本とします。

　　　　　（試合前の十分なウォーミングアップをお願いします。）

　　５．　スコアボードはアルファベットの早い組が上です。

　　　　　結果をスコアボードの左から入れて下さい。

　　７．　Ｂクラスはリーグ戦が終わりしだい、順位別トーナメントを行ないます。

　　８．　トーナメントはブロックの番号が、各順位別トーナメントのエントリー番号になります。

　　９．　試合開始のコールがされても試合ができない場合は棄権とします。

　　６．　Ａクラスは予選リーグ戦が終わり次第、順位別リーグ戦を行ないます。

　１７．　駐車場は他のイベントと重なった場合、臨時駐車場に誘導されることがあります。

　１１．　リーグ戦の順位決定は、ラウンドロビン方式とします。

　　　　　　　①勝ち試合の多いペア　　　 

　　　　　　　　　　※２者が同じ場合　 …　  対戦勝者

　  　　　　　　　　※３者が同じ場合　 … 　　(1)取得ゲーム率の高い者

　　(2)対戦勝者

　１２．　順位別リーグ戦・トーナメントのセットボールは、敗者持ち帰りとします。

　１３．　詳細はＪＴＡテニスルールブック２０１３に準じます。　

　１４．　雨天等による試合の有無は会場にて判断します。　

　１５．　ゴミ等は必ず各自持ち帰ること。

　１６．　大会中の傷害については、主催者は一切の責任を負いません。

　１８．　問合せ先　　　高場　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　 takaba-m@mse.biglobe.ne.jp

                                 Tel　      　029-275-0289



結果 順位 結果 順位 結果 順位

Ａ 吉田謙二 小林さゆり （ＫＴＣ・Ｗｉｎ） Ａ 寺沼正道 青山ひろみ （フリー・ＡＣＢ） Ａ 梅田幹 岩田真理子（ＥＳＣ・ＡＣＢ）

Ｃ 稲垣健一 稲垣麻美 （サニーベル） Ｃ 穐山秀延 田中明日佳（フリー・Ｗｉｎ） Ｃ 河野智美 清水礼子 （ＫＴＣ）

結果 順位 結果 順位 結果 順位

1 1 1

3 3 3

【Ａクラス】

２．寺沼正道・青山ひろみ

２．川前政幸・杉原眞智子

３．会沢正博・照山由季子（ＮＴＣ・ＡＣＢ）

Ａ　ク　ラ　ス

　　　　 1ブロック 　　　　3ブロック

Ｂ 荘司正弘 菊池麻紀 （ＳＴＥＰ） Ｂ 松岡光男 山下淳子 （高場クラブ・ZEPHYR）

2 2

　　　 　１位 　　　　 ３位

【予選リーグ】

【シード順位】

１．吉田謙二・小林さゆり （ＫＴＣ・Ｗｉｎ）

　　　　 ２ブロック

Ｂ

（なりまか）

（ＥＳＣ・ＡＣＢ） （ＮＴＣ・ＡＣＢ）２．梅田幹・岩田真理子

【Ｂクラス】

１．中川純平・中川美栄子

（ネットイン）

（なりまか）４．藤枝晃・竹市有希

（Ｂｌｏｏｍｉｎ）

（ＫＴＣ）

　　　　　　※ シ ー　ド　位　置 は　抽　選　に　よ る （ＫＴＣ・フリー）

５．野口光俊・軍司敏恵

５．小田倉信行・高見マサ代

７．興津光一・本多千枝

【決勝リーグ】

2

安藤昇 並川朝子 （ＫＴＣ）

　　　　 ２位



結果 順位 結果 順位

Ａ 中川純平 中川美栄子 （なりまか） Ａ 小田倉信行高見マサ代 （ＫＴＣ）

Ｃ 会沢幸洋 中井由美子 （フリー・Ｗｉｎ） Ｃ 竹内正行 竹内由美 （フリー）

結果 順位 結果 順位

Ａ 堤弘光 圷洋子 （マジェスティー） Ａ 内川貞之 岡田尚美 （チームＮ・Pal Up）

Ｃ 杉山真人 岡田香織 （Ｒｏｏｋｉｅ） Ｃ 堀江正徳 荻沼清乃 （ＢＫＳ－Ｔ）

結果 順位 結果 順位

Ａ 内藤一治 清水伊美子 （サニーベル・Pal Up） Ａ 会沢正博 照山由季子 （ネットイン）

Ｃ 杉本浩一 小泉郁恵 （Ｓｈａｒ） Ｃ 秋元啓孝 櫻井厚子 （Ｒｏｏｋｉｅ）

結果 順位 結果 順位

Ａ 藤枝晃 竹市有希 （なりまか） Ａ 野口光俊 軍司敏恵 （Ｂｌｏｏｍｉｎ）

Ｃ 田代完二 田代多恵子 （フリー） Ｃ 寺門康弘 郡司久美子 （マジェスティー）

結果 順位 結果 順位

Ａ 興津光一 本多千枝 （ＫＴＣ・フリー） Ａ 森俊樹 森美紀 （マジェスティー・フリー）

Ｃ 小沼志乃武小國久代 （マジェスティー） Ｃ 高橋昌史 皆川良枝 （チームＮ・Pal Up）

結果 順位

Ａ 川前政幸 杉原眞智子 （ＮＴＣ・ＡＣＢ）

Ｃ 中村喜之 菊池愛子 （ＤＯＣ）

Ｂ　ク　ラ　ス

　　　　 1ブロック 　　　　 ６ブロック

Ｂ 河野潤 和田陽子 （ＳＴＥＰ） Ｂ 棟方公生 河原田淳子 （マジェスティー）

　　　 　2ブロック
4

　　　　 ７ブロック
2

　　　　 ８ブロック

Ｂ 大曽根義徳 大曽根湯理美 （ＡＣＢ） Ｂ 小泉務 小泉恵子 （高場クラブ・Ｓｈａｒ）

6

1
　　　　 ３ブロック

Ｂ 山本達一郎小島浩子 （マジェスティー） Ｂ 鈴木浩一 柴田理恵 （マジェスティー）

　　　　 ９ブロック
8 9

Ｂ 林平哲典 井川順 （ＢＫＳ－Ｔ） Ｂ 多田誠一郎佐藤まり子 （ＳＴＥＰ）

10　　　　 4ブロック

　　　 １０ブロック

Ｂ （Ｒｏｏｋｉｅ） Ｂ 野村和則

3

野村由美子 （高場クラブ）

5

大熊貴行 岩崎るり

　　　　5ブロック

7

（ＢＫＳ－Ｔ）

　　　　１１ブロック

Ｂ 姫田和憲 梶山幸代
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