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大会要領・注意事項

(1) 大会スケジュール

男子 A～Dブロック：大谷津コート(ハード) 7:30受付開始　8:00試合開始

※リーグ戦終了後、中台コートへ移動

E～Pブロック：中台コート（オムニ） 7:30受付開始　8:00試合開始

決勝トーナメントは中台コートで実施

女子 全選手：中台コート（オムニ） 7:30受付開始　8:00試合開始

リーグ戦、決勝トーナメントどちらも中台コートで実施

　 (2) 競技方法

男子・女子は、いずれもブロック別のリーグ戦を行い、ブロック内順位に応じて、

順位別のトーナメントを行います。

いずれの試合も６ゲーム先取とし、全試合ノーアドバンテージで行います。

但し、男子１位トーナメントの決勝及び女子１位トーナメントの決勝は、

１セットマッチ・ノーアドバンテージで行います。

　 (3) 参加費

大会の当日に大会事務局の受付にて参加者から直接徴収します。

都合により大会に参加出来ない場合は事前に連絡をお願いします。

（成田市テニス協会ＨＰの「問い合せ」を使ってご連絡下さい。）

なお、ドロー会議後のキャンセルは、後日参加費をいただきます。

　 (4) 試合前の練習は全試合サービス４本とします。

　 (5) 試合球はBRIDGESTONE XT-8を２球使用し、ボールチェンジはありません。

　 (6) 申込選手の変更はできません。

(7) ブロック別リーグ戦では、当日の欠席者数により、場合によってはブロックの移動や

試合形式の変更があります。

(8) 天候や進行状況により試合形式を変更する場合があります。

なお、雨天時の開催状況は、協会ＨＰからご確認下さい。

www.narita-tennis.com →　[雨天時の開催状況]

(9) 会場周辺の道路は駐車禁止です。車は全て駐車場に入れて下さい。

駐車場が大変混み合いますので乗り合わせ等の配慮をお願いします。

時間に余裕を持ってお越し下さい。

(10) 本大会は全ての選手を公平に扱います。

http://www.narita-tennis.com/


名　前（所属） 1 2 3 名　前（所属） 13 14 15

1 伊藤・杉岡 （ベイリーフ） 13 矢口・豊田
（ぢんぎすかん・ちよだテニススクール）

2 柳田・梅田（TDK） 14 井上・金子（成田ローン）

3 岡村・早川（フリー・FTC）　 15 細野・菅原（フリー）

名　前（所属） 4 5 6 名　前（所属） 16 17 18

4 菅澤・太田（FTC） 16 浮貝・野村（FTC・TRECE）

5  森 ・畠中（サンライズ） 17 浅野・鈴木（上智OnceNoah・フリー）

6 和田・宍倉（フリー） 18 風間・石川（フリー）

名　前（所属） 7 8 9 名　前（所属） 19 20 21

7 根本・中西（FTC） 19 住永・齊藤（フリー）

8 石堂・石堂（WyAST・楠クラブ） 20 古里・武藤（フリー）

9 柳沼・大槻（フリー） 21 山口・天尾（NEST）

名　前（所属） 10 11 12 名　前（所属） 22 23 24

10 中西・古山（FTC・千葉商科大） 22 真室・篠原（FTC）

11 山中・相川（成田ローン） 23 波多野・御手洗（フリー）

12 安田・青木（フリー） 24 内村・成毛（TRECE）

勝敗 順位 勝敗 順位

　Dブロック　　　大谷津コート 　Hブロック　　　中台コート

　Cブロック　　　大谷津コート 　Gブロック　　　中台コート

勝敗 順位 勝敗 順位

勝敗 順位 勝敗 順位

　Bブロック　　　大谷津コート 　Fブロック　　　中台コート

　男　子　　予選リーグ戦　組合せ　　１/２ 　　１２/１７　　７：３０受付開始

　Ａブロック　　　大谷津コート 　Eブロック　　　中台コート

勝敗 順位 勝敗 順位



名　前（所属） 25 26 27 名　前（所属） 37 38 39

25 若林・中島（チームJ） 37 青野・越川（フリー）

26 三上・高森（FTC） 38 福山・山田（フリー）

27 大森・阿部（武蔵大学） 39 菊田・ 蕨 （フリー）

名　前（所属） 28 29 30 名　前（所属） 40 41 42

28 杉本・川合（ATC・フリー） 40 中原・滑川（catc・フリー）

29 稲葉・滝口（FTC） 41 三橋・井戸田（フリー）

30 福田・大野（フリー） 42 早野・田代（FTC・フリー）

名　前（所属） 31 32 33 名　前（所属） 43 44 45

31 松崎・江藤（KTT） 43 寺島・榎本（サムザイル）

32 西山・横須賀（CATC） 44 伊藤・正岡（FTC）

33 松本・君島（フリー） 45 伊崎・齋藤（TRECE・フリー）

名　前（所属） 34 35 36 名　前（所属） 46 47 48

34 宮川・藤枝（ATC） 46  林 ・宮原（FTC・NST）

35 吉岡・須嵜（WyAST） 47 佐藤・渡辺（勝田台テニス）

36 中台・金田
（ルネサンス鷹之台・松原テニスクラブ印西）

48 安達・安藤（サムザイル）

勝敗 順位 勝敗 順位

　Lブロック　　　中台コート 　Pブロック　　　中台コート

　Kブロック　　　中台コート 　Oブロック　　　中台コート

勝敗 順位 勝敗 順位

勝敗 順位 勝敗 順位

　Jブロック　　　中台コート 　Nブロック　　　中台コート

　男　子　　予選リーグ戦　組合せ　　２/２ 　　１２/１７　　７：３０受付開始

　Iブロック　　　中台コート 　Mブロック　　　中台コート

勝敗 順位 勝敗 順位



名　前（所属） 1 2 3 4 順位 名　前（所属） 9 10 11

1 佐々木・若林（FTC・NST） 9 菅谷・菅谷（FTC・楠クラブ）

2 渡邊・冨田（フリー） 10 深海・遠藤（フリー）

3 風間・柴原（フリー） 11 小嶋・横川（フリー）

4 及川・宇田川（アクティブ・OPC）

名　前（所属） 5 6 7 8 順位 名　前（所属） 12 13 14

5 飯泉・齋藤（フリー） 12  林 ・高橋（フリー）

6 渡辺・古西（チームYS・ローズヒル） 13 伊藤・清光（ベイリーフ）

7 大牧・小岩（楠クラブ） 14 宮田・蓑津（フリー）

8 鈴木・三縄（FTC・Ken's千葉）

　Bブロック　　　中台コート 　Dブロック　　　中台コート

勝敗 勝敗 順位

女　子　　　　予選リーグ戦　組合せ 　　　１２/１７　　７：３０受付開始

　Aブロック　　　中台コート 　Cブロック　　　中台コート

勝敗 勝敗 順位



15 （　　　Ｏブロック　　　） 15 （　　　Ｏブロック　　　）

16 （　　　Ｐブロック　　　） 16 （　　　Ｐブロック　　　）

13 （　　　Ｍブロック　　　） 13 （　　　Ｍブロック　　　）

14 （　　　Ｎブロック　　　） 14 （　　　Ｎブロック　　　）

11 （　　　Ｋブロック　　　） 11 （　　　Ｋブロック　　　）

12 （　　　Ｌブロック　　　） 12 （　　　Ｌブロック　　　）

9 （　　　Ｉブロック　　　） 9 （　　　Ｉブロック　　　）

10 （　　　Ｊブロック　　　） 10 （　　　Ｊブロック　　　）

7 （　　　Ｇブロック　　　） 7 （　　　Ｇブロック　　　）

8 （　　　Ｈブロック　　　） 8 （　　　Ｈブロック　　　）

5 （　　　Ｅブロック　　　） 5 （　　　Ｅブロック　　　）

6 （　　　Ｆブロック　　　） 6 （　　　Ｆブロック　　　）

3 （　　　Ｃブロック　　　） 3 （　　　Ｃブロック　　　）

4 （　　　Ｄブロック　　　） 4 （　　　Ｄブロック　　　）

1 （　　　Ａブロック　　　） 1 （　　　Ａブロック　　　）

2 （　　　Ｂブロック　　　） 2 （　　　Ｂブロック　　　）

男  子  　１位トーナメント 男  子  　２位トーナメント



15 （　　　Ｏブロック　　　）

16 （　　　Ｐブロック　　　）

13 （　　　Ｍブロック　　　）

14 （　　　Ｎブロック　　　）

11 （　　　Ｋブロック　　　）

12 （　　　Ｌブロック　　　）

9 （　　　Ｉブロック　　　）

10 （　　　Ｊブロック　　　）

7 （　　　Ｇブロック　　　）

8 （　　　Ｈブロック　　　）

5 （　　　Ｅブロック　　　）

6 （　　　Ｆブロック　　　）

3 （　　　Ｃブロック　　　）

4 （　　　Ｄブロック　　　）

男  子  　３位トーナメント

1 （　　　Ａブロック　　　）

2 （　　　Ｂブロック　　　）



3 （　　　Ｃブロック　　　）

4 （　　　Ｂブロック　　　）

（　　Ｂブロック３位　　）

1 （　　　Ａブロック　　　）

2 （　　　Ｄブロック　　　）

4 （　　Ａブロック４位　　）

5 （　　Ｃブロック３位　　）

女  子  　２位トーナメント
6

3 （　　　Ｃブロック　　　） 2 （　　Ｄブロック３位　　）

4 （　　　Ｂブロック　　　） 3 （　　Ｂブロック４位　　）

女  子  　１位トーナメント 女  子  　３位・４位トーナメント

1 （　　　Ａブロック　　　）
1 （　　Ａブロック３位　　）

2 （　　　Ｄブロック　　　）


