
 

令和４年８月１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、選手のみなさんの参加をお待ちしております。 

記 

１．実施日（予備日含む） 

９／３(土)、９／４(日)、９／１０(土)、９／１１（日）、９／１７（土）、９／１８(日)、９／１９(月) 
９／２４(土)、１０／１(土)、１０／８(土)、１０／９(日)、１０／１５(土) 

●日程予定表 (昨年の実績ベースです。申し込み時の目安としてお考え下さい。) 
※ エントリー数,利用コート面数の調整によって変更になる場合があります。ご了承下さい｡ 

 9/3 
（土） 

9/4 
（日） 

9/10 
（土） 

9/11 
（日） 

9/17 
（土） 

9/18 
（日） 

9/19 
（月） 

9/24 
（土） 

10/1 
（土） 

10/8 
（土） 

10/9 
（日） 

10/15 
（土） 

男 子 A 1R2R 予 予 3R 予 予 予 SF 予 F 予 予 
男 子 B 1R2R 予 予 3R4R 予 予 予 SF 予 F 予 予 
男 子 C 1R2R 予  3R 予 4R5R 予 SF 予 F 予 予 
男 子 壮 年   1R 予 2R3R 予 4R SF 予 F 予 予 
シニ ア 5 5   1R 予 2R3R 予 4R SF 予 F 予 予 
シニ ア 6 5   1R 予 2R 予 3R SF 予 F 予 予 
女 子 A 1R 予 予 予 予 予 予 SF 予 F 予 予 
女 子 B 1R2R 予 予 予 予 予 予 SF 予 F 予 予 

２．大会会場 

臨海第１、臨海第２、八幡、市津、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、エントリーされていない選手が代理で出場したことが発覚した場合、当該選手および､代理
で出場した選手のその後１年間の市原市テニス協会主催の大会への出場を停止致します。充分
にご注意ください。 

４．種目 

・男子の部 ： Ａクラス、Ｂクラス、Ｃクラス、壮年、シニア５５、シニア６５ 
・女子の部 ： Ａクラス、Ｂクラス 

 （壮年は４５歳以上 ： Ｓ．５２．１２．３１．以前出生者 
シニア５５は５５歳以上 ： Ｓ．４２．１２．３１．以前出生者 
シニア６５は６５歳以上 ： Ｓ．３２．１２．３１．以前出生者） 

※ シニアの部に関しては、エントリー数に応じて試合方法を変更する場合があります。 
  (エントリーシートはシニア55,65を選択できる様にしていますので､ご確認の上申し込みください。) 

（１）過去３年間(、下記該当者は上位クラスに出場のこと。 
・男子Ｂクラスのベスト４は、Ａクラスに出場のこと。 
・男子Ｃクラスのベスト８は、Ｂクラスに出場のこと。 
・女子Ｂクラスのベスト４は、Ａクラスに出場のこと。 

※本案内に記載しています【シングルス歴代戦績】(2018年結果は対象外)を確認した上で、申込み願います。 

（２）Ｂ・Ｃクラスがアンバランスになった場合は、前年度実績からクラス変えする場合があります。 

（３）壮年、またはシニアクラスの参加者は、Ａ、Ｂ、Ｃいずれかのクラスへの重複参加が可能です。
それ以外のクラスの重複参加は不可。 （壮年とシニアクラスの重複は不可。） 

 



 

 

５．試合方法 

（１） 男子Ａクラス  ：８ゲームマッチ。準々決勝以降は３セットマッチ。 
（２） 男子Ｂクラス  ：８ゲームマッチ。準決勝、決勝は３セットマッチ。 
（３） 男子Ｃクラス  ：全て８ゲームマッチ。 
（４） 男 子 壮 年  ：全て８ゲームマッチ。 
（５） 男子シニア５５ ：全て８ゲームマッチ。 
（６） 男子シニア６５ ：全て８ゲームマッチ。 
（７） 女子Ａクラス  ：８ゲームマッチ。準決勝、決勝は３セットマッチ。 
（８） 女子Ｂクラス  ：全て８ゲームマッチ。 

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．申込締め切り日 ： ８月１９日（金）17:00 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。 

７．申込書送り先 
【申込み用紙(ＥＸＥＬファイル)】に記載して、メール添付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。 

８．参加料 

シングルス １，０００円／人 

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り込み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。) 
重要： 入金の管理上振り込み期間を指定(限定)します： 8/19～8/31 ご協力ください。 

振込時は、必ず[団体名]を入れて下さい（個人名では入金確認ができません。） 

１０．その他 
・原則として、〆切り後のメンバーの変更・追加などは一切認められません。 
・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、事務局迄メールにてご連絡下さい。) 
・各団体との通信確認が取れていますので、着信返信は不要です。 
・シングルス選手権大会のコートキーパー担当は下記６団体です。 
別途ご連絡させて頂き、大会前(8/25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。 

QUATTRO 三菱製鋼株式会社 姉崎テニスクラブ 

ジャストアウト 出光興産 日本板硝子 

 

シングルス選手権 大会ディレクター ： 平岡 進也 
＜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/ 

http://ichiharatennis.g2.xrea.com/singles/singles_entry.xls


 

補足事項 （ドロー決定後の｢大会要綱｣で再度お知らせします。） 

【大会運営】 
・集合時間に遅れた場合は棄権とします。集合時間１０分前までにはエントリーしてください。 
エントリー後はコートキーパーの呼び出しが届く範囲で待機してください。 

･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。 
･各コートの責任者は、試合の翌日迄に試合結果を協会事務局迄Ｅメールで送付下さい。 
･雨天の場合は、各自コートで確認して下さい。雨天中止の決定は、各コート責任者が行って下
さい。尚、雨天中止の場合、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。 
・試合前のウォームアップ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。 尚、各クラスの決勝戦は協会手配の審
判員を配置する予定です。 

・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。 

※(決勝３セットマッチ(男子Ａ，Ｂ，女子Ａ)進出者は､ニューボール｢２缶｣の用意をお願いします｡) 
   

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【シングルス歴代戦績】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

男子Ａクラス 
 優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 亀井 陽介 伊藤 翔太郎 江澤 良 杉本 周平 
 (AGC) (DIC千葉) (ラビット) (AGC) 

2019年 第 51回 虻川 大哉 島村 広輝 石井 翔太 伊藤 翔太郎 
 （ラビット） （ＳＳＴＣ） （フィフス） (DIC千葉) 

2018年 第 50回 虻川 大哉 山下 一樹 鳥居 瑞紀 窪澤 悠 
 （ラビット） （ライジング） （SSTC） (南総 TC) 

男子Ｂクラス 
  優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 虻川 敏彦 杉山 元明 東 一郎 大内 智裕 
 (ラビット) (ラビット) (DIC千葉) (アルドール) 

2018年 第 50回 神尾 和教 広田 豊彦 石川 重雄 多保田 仁志 
 （三井化学） （ラビット） (古河電工) （ラビット） 

2017年 第 49回 大岡 友浩 杉本 周平 田中 稔規 三好 優人 
 （ＴＯＵＳＯＵ） （旭硝子） (南総 TC) （広栄化学） 

男子Ｃクラス 

 優勝 準優勝 ベスト４ 
2021年 第 52回 松村 宗一 永島 拓也 勝浦 徹 一宮 宜也 

 (花楓) (丸善石油化学) (ＪＮＣ石油化学) (住友化学) 
 ベスト８ 
 前田 泰自 安田 大一郎 若林 豊 稲垣 寛喜 
 (ラビット) (CATC) (プライム TC) (光風台 TC) 
 優勝 準優勝 ベスト４ 

2019年 第 51回 須藤 純一 高須 吉博 中津川 哲雄 坂田 一也 
 （古河電工） (南総 TC) （Pole Pole） （三井化学） 
 ベスト８ 
 秋山 康博 佐藤 満 高橋 一範 中島 茂 
 (南総 TC) （南総 TC） (Tサングリーン) (どるふぃん TC) 



 

 

 

 

 

 

 

 優勝 準優勝 ベスト４ 
2018年 第 50回 宮本 隆司 尾高 健二 久喜 友博 山崎 優 

 （キャロット） (ラビット) （丸善石油化学） （ITC） 
 ベスト８ 
 田中 三千生 古川 英志 鷹取 裕介 来栖 行利 
 (ラビット) （広栄化学） (JNC石油化学) (東レダウ) 

男子壮年 
  優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 二井矢 恭 奥 一茂 西山 暢一 竹内 健 
 (住友化学) (DIC千葉) (CATC) (KHネオケム) 

2019年 第 51回 三枝 謙郎 下嶋 宏明 宇野 春生 川本 康貴 
 （広栄化学） （住友化学） （丸善石油化学） （JNC石油化学） 

2018年 第 50回 永徳 一郎 杉山 元明 多保田 仁志 長島 智 
 （ラビット） （ラビット） （ラビット） （シュガーTC） 

男子シニア６０（５１回大会からはシニア５５） 
  優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 米川 太 吉岡 寿人 小原 俊次 広沢 隆紀 
 (出光興産) (ラビット) (三井化学) (ラビット) 

2019年 第 51回 虻川 敏彦 瀧澤 進 伊藤 誠一 橋本 敏清 
 （ラビット） （ラビット） (ジャストアウト) (三井 E&S) 

2018年 第 50回 虻川 敏彦 広田 豊彦 滑川 宏 小原 俊次 
 （ラビット） （ラビット） (CATC) (三井化学) 

男子シニア６５ 
  優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 鈴木 久 田上 伸博 橋本 敏清 津下 謙一 
 (ラビット) (プライム TC) (もふ x2TC) (AGC) 

2019年 第 51回 柴田 徳雄 武田 洋 斎藤 績 中村 泰司 
 （南総ＴＣ） （南総 TC） (KHネオケム) （CATC） 

2018年 第 50回 高木 順 朝生 泰正 柴田 照正 三上 公一 
 （ＣＡＴＣ） （三井 E&S） (国分寺台 TC) （三井造船） 

女子Ａクラス 
  優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 榎木 みゆき 野木 佳子 中原 典子  
 (花楓) (シュガーTC) (CATC)  

2019年 第 51回 坂田 瑞季 小田 志津 増田 久美 野木 圭子 
 （ウエストコート） (フィフス) （もふ x2てにす） (シュガーTC) 

2018年 第 50回 野口 博子 宮ヶ原 さおり 津下 冨美子 玉手 佳代 
 （アスリード TA） (南総 TC) （旭硝子） (南総 TC) 

女子Ｂクラス 
 優勝 準優勝 ベスト４ 

2021年 第 52回 星野 彩香 深山 美智代 安田 直美 千葉 照美 
 (KHネオケム) (Pole Pole) (CATC) (AGC) 

2019年 第 51回 岡山 久美 本間 みき 高垣 道子 大塚 愛生 
 （CATC） （Pole Pole） （ジャストアウト） (アルドール) 

2018年 第 50回 中原 典子 増田 久実 池田 小百合 秋山 ゆかり 
 （CATC） （STS） （AGC） (AGC) 



 

 

 

＊新型コロナウィルス防止対策として、出場者各自に下記事項の徹底をお願いします。 
   

お互い気遣いあって、安全／安心な大会へのご協力を宜しくお願い致します。 
 
 

① 来場時受付の「新型コロナウィルスについての確認書」の提出 
確認書については協会 HPにてダウンロード、プリントアウトしてご準備ください 
（体調不良選手の来場はしない様、お願い致します） 

 
② 代表者（1名）による試合受付（エントリー）及び、試合結果報告(団体戦，ダブルス) 
 
③ プレー中以外でのマスク着用及び、声を出しての応援の自粛 

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消毒の準備／実施をお願い致します） 
 
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お気遣いをお願い致します） 
 
⑥ 試合終了時は飲み物、ごみ等のお持ち帰り忘れがないかの確認 

 
 

                                   以上 

 

 

シングルス選手権 大会ディレクター ： 平岡 進也 
＜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/ 

 

 


