
第９回 上尾市　シニアミックスダブルス大会 （仮ドロー）

１．日　時　　：２０１９年１１月９日（土）
　　予備日    :　１１月１０日（日）

２．会　　場　：上平公園テニスコート

３．主　　催　：上尾市テニス協会

４．大会会長 ：　丸　行弘

５．レフェリー：佐藤　誠、平野　武、大吉　哲郎、前島　暁

６．協力クラブ：プリンステニスクラブ

７．種　　目　：シニアミックスダブルス　1部：合計年齢　110～119歳
                                        2部：合計年齢　120歳～

８．出場資格　：２０１９年度上尾市テニス協会登録者
女子５０歳以上、男子６０歳以上の方で、ペアの合計年齢が１１０歳以上となる方。
（２０１９年１２月３１日到達年齢）

９．試合方式：①１セットマッチ（６ゲーム先取） ノーアドバンテージ。セットブレイク方式
　　　　　＊デサイディングポイント

　　　　　　　　ノーアドバンテージのミックスダブルスの場合、４０－４０になったとき
　　　　　　　　原則としてレシーバーは同性となります。
　　　　　　　　但し男性がサーブの際、女性がレシーブを選択することは認められています。
　　　　　　　　女性がサーブの際、男性がレシーブを選択することは認められていません。
　　　　　 　 ②セルフジャッジ（ロービングアンパイア方式）
　　　　　 　 ③ウォームアップはサービス４本のみ
　　　　　　　④その他の規則はＪＴＡルールブック２０１９に準ずる

１０．試合球　：ダンロップ　フォートイエロー（予選は２セットボール使用）

１１．諸 注 意：①雨天の場合も会場で指示を受ける事（公園事務所にＴＥＬしないこと）
＊相当な悪天候が予想される場合、協会ＨＰで延期などの案内を
行う場合があります。

　　　　　　　　②各試合前に必ず受付で確認してください。
　　　　　　　　③勝者は結果とボールを本部に届ける事
　　　　　　　　④大会時の駐車について：障害者の場所、ライン外に駐車しないこと。
　　　　　　　　第１０～１２コート外側の駐車場に駐車可能。　　　

１２．集 合 時 間：８時４５分（エントリー最終受付です）

集合時間：８時４５分（エントリー最終受付です）

２０１９年１０月２２日

上尾市テニス協会

※注意事項

１．各試合開始前に必ず受付で確認してください。

２．大会当日は駐車場の混雑が予想されますが

障害者用駐車スペース及び白線表示の駐車スペー

ス以外の場所は駐車禁止です。

駐車場が満杯の場合は、Ｃコート南西の

第二駐車場にお停め下さい。



清水　昭彦 関口　房代 飛田　康宏 立石　敦美 堀江　昌治 堀江　浩子 船戸　信行 船戸　秀子

チーム・ビター ステッピー

清水　昭彦 関口　房代

飛田　康宏 立石　敦美

堀江　昌治 堀江　浩子

船戸　信行 船戸　秀子

チーム・ビター ステッピー

金子　伸輔 生藤　美穂子 大澤　勝美 臼井　真紀子 田村　康明 大宮　典江 広谷　徳子 鍋島　和郎

上尾セントラル ㈱タダノ ＭＴＣ ｃｌｏｖｅｒ

金子　伸輔 生藤　美穂子

上尾セントラル ㈱タダノ

大澤　勝美 臼井　真紀子

田村　康明 大宮　典江

広谷　徳子 鍋島　和郎

ＭＴＣ ｃｌｏｖｅｒ

Ａ１位

Ｂ１位

テニスランド上尾

C-ＡＣＴＡＳ

戦績 順位
C-ＡＣＴＡＳ テニスランド上尾

上尾セントラル

大石TCA

プリンステニスクラブ

戦績 順位
プリンステニスクラブ 大石TCA 上尾セントラル

シニアミックス１部予選リーグ戦 シニアミックス１部Ａブロック

シニアミックス１部本戦：１位トーナメント

シニアミックス１部Ｂブロック



下井　啓一郎 宮原　美奈子 須永　博 滝口　八重子 水野　淳司 水野　昌子 斉藤　哲夫 田島　聖子

大石TC 大石TCA
下井　啓一郎 宮原　美奈子

須永　博 滝口　八重子

大石TC 大石TCA

水野　淳司 水野　昌子

斉藤　哲夫 田島　聖子

渡部　秀教 島村　小浪 羽田　均 臼井　房子 関根　新市 関根　里江 渡部　茂和 阪田　富佐子

アモス テニスランド上尾 大石TC アーバン
渡部　秀教 島村　小浪

羽田　均 臼井　房子

アモス テニスランド上尾

関根　新市 関根　里江

渡部　茂和 阪田　富佐子

大石TC アーバン

村木　宏悦 和田　賀美 加藤　光男 中村　代志子 畑　克昌 畑　登美子 井原　美佐雄 平田　恭子
テニスランド上尾 ｃｌｏｖｅｒ 上尾テニスクラブ 上尾セントラル 大石TCA プリンスTC

村木　宏悦 和田　賀美
テニスランド上尾 ｃｌｏｖｅｒ

加藤　光男 中村　代志子

上尾テニスクラブ 上尾セントラル

畑　克昌 畑　登美子

井原　美佐雄 平田　恭子

大石TCA プリンスTC

中川　昭 新島　豊子 井上　正行 松島　佳代子 平野　武 篠崎　佳恵 川田　徹 鈴木　洋子

大石TC 大石TCA
中川　昭 新島　豊子

井上　正行 松島　佳代子

大石TC 大石TCA

平野　武 篠崎　佳恵

川田　徹 鈴木　洋子

テニスランド上尾

プリンステニスクラブ

上尾テニスクラブ

戦績 順位
上尾テニスクラブ プリンステニスクラブ テニスランド上尾

アーバン

戦績 順位
アーバン

プリンステニスクラブ

上尾テニスクラブ

C-ＡＣＴＡＳ

戦績 順位
上尾テニスクラブ プリンステニスクラブ

アーバン

大阪屋

戦績 順位
大阪屋 アーバン C-ＡＣＴＡＳ

シニアミックス２部予選リーグ戦

シニアミックス２部Ｃブロック

シニアミックス２部Ｄブロック

シニアミックス２部Ａブロック

シニアミックス２部Ｂブロック



大吉　哲郎 坂田　英子 内田　宗司 内田　まさ恵 荒井　初雄 荒井　邦子 若月　啓宣 若月　由美子

大吉　哲郎 坂田　英子

内田　宗司 内田　まさ恵

荒井　初雄 荒井　邦子

若月　啓宣 若月　由美子

上條　正 春日　陽子 炭谷　綾子 小松川　誠 衣川　健司 衣川　淑子 小林　仁 石関　頼子

アーバン 大阪屋

上條　正 春日　陽子

アーバン 大阪屋
炭谷　綾子 小松川　誠

衣川　健司 衣川　淑子

小林　仁 石関　頼子

Ａ１

Ｅ１

C１

D１

Ｂ１

F１

上尾テニスクラブ

プリンステニスクラブ

上尾セントラル

大石TCA

戦績 順位
上尾セントラル プリンステニスクラブ 上尾テニスクラブ

上尾テニスクラブ

C-ＡＣＴＡＳ

アーバン

戦績 順位
アーバン 上尾テニスクラブ C-ＡＣＴＡＳ 大石TCA

シニアミックス２部 本戦
１位トーナメント

シニアミックス２部Ｆブロック

シニアミックス２部Ｅブロック


