令和３年５月７日
市原市テニス協会加盟団体各位

主催 市原市テニス協会
後援 市原市スポーツ協会
標記大会についてご案内致しますので、加盟団体各チームの参加をお待ちしております。
記
１．実施日（予備日含む）
6/13（日）、6/19(土）、6/20（日）、6/26（土）、6/27（日）、7/3（土）、7/4（日）、7/10(土)、7/25（日）、
8/7（土）、8/14（土）
● 日程予定表 （暫定）
6/13
（日）

男子 A
男子 B
男子 C
1R, 2R
男子壮年 45
男子ｼﾆｱ 60
女子 A
女子 B
1R, 2R
女子壮年 45

6/19
（土）

1R, 2R
1R, 2R
3R, 4R

6/20
（日）

6/26
（土）

6/27
(日)

3R, QF
3R, 4R
QF

-

7/3
(土)

SF
QF, SF
SF, F
1R, 2R
3R, QF
1R, 2R
3R, QF
予
1R, 2R
3R, QF
SF
予
3R, QF
SF, F
1R, 2R
3R, QF

7/4
(日)

7/10
(土)

7/25
(日)

8/7,
8/14

予
予
予
予
予
予
予
予

F
F
予
SF, F
SF, F
F
予
SF, F

予
F
予
予
予F
SF,
予
F
予
予
F
予
F
予

予

※ 昨年度実績を参考にしているため、エントリー数などの理由で変更になる場合があります。
※ 各クラスのエントリー数が少ない場合は、試合日がスキップとなる場合があります。
２．大会会場
臨海第１、臨海第２、八幡、市津（オムニ）の市営各コート
３．参加資格
市原市テニス協会加盟団体の所属選手。
・ 提出済の選手登録名簿の選手です (変更がある場合は、別途、再提出をお願いします。)
注意） 登録選手以外の参加はできません。
また、代理出場が発覚した場合、当該選手および代理出場した選手のその後の１年間の
市原市テニス協会主催大会への出場を停止致します。
４．種目
・ 男子の部 ： Ａクラス、Ｂクラス、Ｃクラス、壮年４５、シニア６０
・ 女子の部 ： Ａクラス、Ｂクラス、壮年４５
※ 壮年４５ ： 前年末(12/31)までに４５歳になられた方
※ シニア６０ ： 前年末(12/31)までに６０歳になられた方

（１） 過去３年間、下記該当者は上位クラスに出場のこと（パートナーを変えても同様）。
・ 男子Ｂクラスのベスト４以上は、Ａクラスに出場のこと。
・ 男子Ｃクラスのベスト４以上は、AまたはＢクラスに出場のこと。
・ 女子Ｂクラスの決勝進出者は、Ａクラスに出場のこと。
※ 必ずダブルス歴代戦績にて確認した上で、申込み願います。
（２） 各クラスがアンバランスになった場合は、実績からクラス変えする場合があります。
（３） 男子壮年４５、または男子シニア６０クラスの参加者は、男子Ａ、Ｂ、Ｃいずれかのクラスへの
重複参加は可能 （壮年とシニアクラスの重複は不可）。
女子壮年４５クラスの参加者は、女子Ａ、Ｂいずれかのクラスへの重複参加は可能。
それ以外のクラスの重複参加は不可。
５．試合方法
トーナメント方式 （エントリー数によっては、予選リーグ方式に変更の場合あり）
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）

男子Ａ
男子Ｂ
男子Ｃ
男子壮年４５
男子シニア６０
女子Ａ
女子Ｂ
女子壮年４５

：
：
：
：
：
：
：
：

１～３Ｒは８ゲームマッチ、準々決勝以降は３セットマッチ
準々決勝までは８ゲームマッチ。準決勝、決勝は３セットマッチ
全て８ゲームマッチ
全て８ゲームマッチ
８ゲームマッチ （予選リーグは６ゲームマッチの場合あり）
準々決勝までは８ゲームマッチ。準決勝、決勝は３セットマッチ
８ゲームマッチ （予選リーグは６ゲームマッチの場合あり）
８ゲームマッチ （予選リーグは６ゲームマッチの場合あり）

※ 共通 ： ８オールまたは６オールの場合はタイブレークとなります。
６．参加料
ダブルス １，８００円／ペア

（申込みと同時に指定口座への振込みをお願います。）

７．申込締め切り日 ： ５月２４日（月）必着。
※ 尚、組み合わせの都合上、締め切り以降の遅着分は無効と致しますのでご了承願います。
８．申込書送り先
別添ＥＸＣＥＬファイルに記載して、Ｅメールで事務局アドレスまで返送下さい。
(エントリー用紙に記入したメンバーが確実に「選手登録名簿」に名前がある事を確認下さい）
未登録者のエントリーを希望される場合は、エントリーまでに別途選手登録名簿の提出をお願いします。
※ 参加申し込み漏れを防ぐ目的に不参加団体も申込書を返信してください。
９．参加費送金方法 ： 銀行振込み
＜振込先＞ 年度初めに協会登録費の振込をお願いしました口座にお願い致します。
(本案内をＨＰ掲載の為、口座番号については割愛させて頂きます。)
振込時は、必ず団体名を入れて下さい（振込み完了のチェックに必要です。）
１０．その他
・ 原則として、申込後のメンバーの変更・追加等は認められません。
・ 電話による受付けもできません。ご了承下さい。
(不明な点等がありましたら、事務局までメールにてご連絡下さい。)

・ ダブルス選手権大会のコートキーパー担当は下記５団体です。
別途ご連絡させていただき、大会前（６／３（木）予定）に打ち合わせを実施しますので、ご協力を宜
しくお願い致します。
住友化学

ダウ・東レ

宇部マテリアルズ

CATC

国分寺台TC

ダブルス選手権 大会ディレクター ： 佐郷 弘毅
＜連絡先＞ 市原市テニス協会 事務局
e-mail : ichihara_tennis@yahoo.co.jp
←エントリー、試合結果はこちらへ
市原市テニス協会のホームページ http://ichiharatennis.g2.xrea.com/
◆ 補足事項
大会の詳細は、ドロー決定後の｢大会要綱｣でお知らせいたします。
【大会運営】
・ 各コートの運営は、当該コート担当団体でお願い致します。
･ 雨天中止の決定は、各コート責任者が行います。再試合日は後日、連絡します。
【試合形式その他】
・ 試合球はダンロップ・フォート（黄）
・ ボールは両者が持ち寄ったもののうち、１缶を開封して使用する。
・ 勝者は未開封のボールを持って次の試合に臨み、敗者は使用球を持ち帰る。
・ 試合前の練習はサービスのみとします（試合進行が遅れますので、厳守願います）。
･ 審判は、各コートともセルフ・ジャッジで行って下さい。
・ 審判員が付く決勝戦は、所定のウォームアップ時間を認めます｡また､両選手のボールを用いて､
各試合9/11/11ゲーム毎にボールチェンジを行います。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【ダブルス歴代戦績】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

優勝
2019 年 第 54 回 宮崎勇輝 (ｱﾙﾄﾞｰﾙ)
牧野龍也 (ｱﾙﾄﾞｰﾙ)
2018 年 第 53 回 伊藤翔太郎 (DIC)
梅澤政樹 (SSTC)
2017 年 第 52 回 坂本真樹 (ｼｭｶﾞｰ)
坂本真吾 (ｼｭｶﾞｰ)

優勝
2019 年 第 54 回 松本彰 (日本板硝子)

男子Ａクラス
準優勝
横山慶太 (光風台)
白熊雄大 (光風台)
横山慶太 (光風台)
白熊雄大 (光風台)
伊藤翔太郎 (DIC)
梅澤政樹 (SSTC)

男子Ｂクラス
準優勝

岡山聡 (CATC)
平岡進也 (日本板硝子) 横須賀正人 (CATC)
2018 年 第 53 回 油谷将行 (光風台)
斉藤貴義 (南総 TC)
柏木孝夫 (光風台)
遠藤隆行 (旭硝子)
2017 年 第 52 回 黒木勝仁 (DIC)
吉田太一 (広栄化学)
筒井健介 (DIC)
平 純一 (広栄化学)

ベスト４
川本康貴
榎木信雄
松浦通明
大野哲郎
松浦通明
大野哲郎

(JNC)
(JNC)
(広栄化学)
(広栄化学)
(広栄化学)
(広栄化学)

柏木孝夫 (光風台)
油谷将行 (光風台)
渡部 晃 (JNC)
榎木信雄 (JNC)
渕上剣太郎 (ｱｽﾘｰﾄﾞ)
)
山口翔平
(ｱｽﾘｰﾄﾞ)
)

ベスト４
石丸和人 (三井E&S)
礒野謙一
(三井 E&S)
礒野謙一石丸和人
菊地末康 (DIC)
野村宗矢 (DIC)
鎌田峻佑 (南総 TC)
永井 玲 (南総 TC)

高須吉博 (南総 TC)
菅原満浩 (南総 TC)
(該当なし)
小原俊次 (三井化学)
村本賢児 (三井化学)

優勝
2019 年 第 54 回 伊藤実 (南総 TC)
大池昌哉
2018 年 第 53 回 菅原充浩
高須吉博
2017 年 第 52 回 須藤順一
吉田浩二

(南総 TC)
(南総 TC)
(南総 TC)
(ｼﾞｬｽﾄｱｳﾄ)
(ｼﾞｬｽﾄｱｳﾄ)

優勝
2019 年 第 54 回 米川太 (出光興産)
西賀新二 (出光興産)
2018 年 第 53 回 関根 孝 (SSTC)
宇野春生 (丸善石化)
2017 年 第 52 回 安部憲治 (DIC)
関根和明 (SSTC)

優勝
2019 年 第 54 回 小原俊次 (三井化学)
虻川敏彦 (ﾗﾋﾞｯﾄ)

2018 年 第 53 回 斎藤 績 (KH ﾈｵｹﾑ)
栗林志郎 (KH ﾈｵｹﾑ)

2017 年 第 52 回 田中三千生 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
広田豊彦 (ﾗﾋﾞｯﾄ)

優勝
2019 年 第 54 回 野中由美佳 (花楓)
回
榎木みゆき (花楓)
2018 年 第 53 回 野中由美佳 (花楓)
菊地みゆき (花楓)
2017 年 第 52 回 鍋谷早織 (ｱｽﾘｰﾄﾞ)
新田祥子 (ｱｽﾘｰﾄﾞ)

優勝
2019 年 第 54 回 玉手佳代 (KH ﾈｵｹﾑ)
回
中村美智子 (KH ﾈｵｹﾑ)
2018 年 第 53 回 住川道子 (ｳｴｽﾄ C)
西田嘉代子 (ｳｴｽﾄ C)
2017 年 第 52 回 中村悦子 (ちはら台)
奥田和子 (ちはら台)

男子Ｃクラス
準優勝
田中三千生 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
広田豊彦 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
吉富康亮 (JNC)
岡本翔太 (JNC)
小出恭二 (旭硝子)
市川 俊 (旭硝子)

ベスト４
秋山康博 (南総 TC)
佐藤満 (南総 TC)
岡部一利 (東ﾚ・ﾀﾞｳ)
来栖行利 (東ﾚ・ﾀﾞｳ)
矢野弘一郎 (南総 TC)
加藤益男 (南総 TC)

男子壮年４５
準優勝
武政隆夫
関根和明
綱島浩二
佐藤博文
内橋信仁
遠藤隆行

(ﾀﾞｳ・東ﾚ)
(SSTC)
(三菱製鋼)
(三菱製鋼)
(光風台)
(旭硝子)

ベスト４
内橋伸仁
義本範人
虻川俊彦
佐藤武男
谷口博重
川本康貴

(光風台)
(光風台)
(ﾗﾋﾞｯﾄ)
(ｼｭｶﾞｰ TC)
(JNC)
(JNC)

男子シニア６０
準優勝
高梨秀之 (PolePole)
中津川哲雄 (PolePole)
田中三千生 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
広田豊彦 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
金子和雄 (南総 TC)
山本豊秀 (南総 TC)

石井公子 (KH ﾈｵｹﾑ)

2018 年 第 53 回 高木智子 (ｼｭｶﾞｰ TC)
高崎桂子 (ｼｭｶﾞｰ TC)

2017 年 第 52 回 津下富美子 (旭硝子)
坂田みゆき (ｳｴｽﾄ)

(光風台)
(光栄化学)
(光風台)
(光栄化学)
(古河電工)
(古河電工)

篠田秀二 (CATC)
新井祥氏 (CATC)
大川志郎 (三井化学)
山田孝行 (三井化学)
斎藤 績 (KH ﾈｵｹﾑ)
三上公一 (三井造船)
船)

ベスト４
野木佳子 (ｼｭｶﾞｰ TC)
小野礼子 (ｼｭｶﾞｰ TC)
萱間真奈美 (花楓)
小野礼子 (ｼｭｶﾞｰ TC)
永池直美 (ｳｴｽﾄ)
川合美津紀 (ｳｴｽﾄ)

女子Ｂクラス
準優勝

岡村浅子 (ｼﾞｬｽﾄｱｳﾄ)
渡部奈央 (ちはら台)
津下富美子 (旭硝子)
花澤美菜子 (旭硝子)
津下富美子 (旭硝子)
花澤美菜子 (旭硝子)

ベスト４

岡村美紀 (ﾌﾟﾗｲﾑ)
亀井由加里 (ﾌﾟﾗｲﾑ)
池田小百合 (旭硝子)
秋山ゆかり (旭硝子)
濱津由佳 (ｼｭｶﾞｰ TC)
武藤夏子 (ｼｭｶﾞｰ TC)

女子壮年４５クラス (* 2017 年はｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ)
優勝
準優勝
2019 年 第 54 回 平井純子 (KH ﾈｵｹﾑ)

並木孝治
松浦通明
並木孝治
松浦通明
石川重雄
須藤順一

ベスト４
田中三千生 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
広田豊彦 (ﾗﾋﾞｯﾄ)
永井博路 (三井化学)
菊地義治 (三井化学)
大川志郎 (三井化学)
山田孝行 (三井化学)

女子Ａクラス
準優勝
伊藤静花 (DIC)
松本萌美佳 (DIC)
岡村浅子 (ｼﾞｬｽﾄｱｳﾄ)
渡部奈央 (ちはら台)
野中由美佳 (花楓)
菊地みゆき (花楓)

宮ヶ原大 (南総 TC)
永島拓矢 (南総 TC)
前田耕一 (PolePole)
古山 浩 (PolePole)
飯田充美 (南総 TC)
緒方政行 (南総 TC)

古野和美 (KH ﾈｵｹﾑ)
長輿美奈子 (光風台)
濱津由佳 (ｼｭｶﾞｰ TC)
武藤夏子 (ｼｭｶﾞｰ TC)
古野和美 (KH ﾈｵｹﾑ)
玉手佳代 (KH ﾈｵｹﾑ)

ベスト４

中村悦子 (ちはら台)
奥田和子 (ちはら台)
津下富美子 (旭硝子)
長輿美奈子 (光風台)
永池直美 (ｳｴｽﾄ)
川合美津紀 (ｳｴｽﾄ)

木村悦子 (PolePole)
古川まり子 (PolePole)
岡山久実 (CATC)
萱野さつき (CATC)

＊新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ防止対策として、出場者各自において下記事項の徹底をお願いします。
（詳細は、要綱に記載致します）
お互いに気遣い合って、安全／安心な大会へのご協力を宜しくお願いします。
①

来場時前の各自検温
（体調不良選手は来場しない様にお願いします。）

②

代表者（1名）による試合受付（ｴﾝﾄﾘｰ）、試合結果報告

③

プレー中以外でのマスク着用・声だし応援の自粛
応援時は密にならない、密を避ける

④

スコアボード、ベンチ等の消毒
（試合後は、各自でアルコール等消毒の準備／実施をお願いします。）

⑤

咳エチケット、手洗い等の通常感染対策
（トイレ、洗面所等の使用時の気遣いをお願いします。）

⑥

試合終了時は飲み物、ゴミ等の持ち帰り忘れがない様、確認をお願いします。

