
足利テニス協会

１、日程 ７月１０日（日）　エンジョイ／チャレンジャー　　担当クラブ アレックス 競技運営 宮澤　　

　 ７月１７日（日）　１００歳　　　　　　　　　　　担当クラブ ジャルダン 競技運営 岩本　

　 ７月２３日（土）　　予備日

　 担当クラブは専任1名を含む3名以上での運営をお願いいたします。

２、会場 総合運動場テニスコート

３、集合時間 ７月１０日（日）　８時２０分集合　役員は７時５０分集合

７月１７日（日）　８時２０分集合　役員は７時５０分集合　

７月２３日（土）　ＨＰアップいたします。

延期の場合は集合時間をＨＰへアップしますので確認してください。

この時間までに必ず２人揃って受付して下さい。

時間に間に合わない場合は、ＷＯになります。

当日、悪天候でも時間までに集合して下さい。

電話での、問い合わせは受けません。

試合が出来ない場合は、当日ホームページに掲載いたします。

４、組み合わせ ＷＯが有った場合は別途当日一部組み換えをします。

順位トーナメントドローは一部のシード選手を除き、当日に抽選します。

トーナメントは、コンソレを行う予定でいます。
（進行状況でできない場合もあります）

５、試合方法 　全て、６ゲームズプロセットマッチ（６－６オール後タイブレーク）
セミアドバンテージ方式で行います。
※状況に応じて、試合方法を変更する場合があります。

試合は、全てセルフジャッジとします。プレーヤーチームが判定とコールをすることになりま
す。相手にわかるように、声・ハンドシグナルでコールしてください。ネットより自分側のボール
についてジャッジし、相手側のジャッジについては不服でも言うことはできません。

　試合中「けいれん」等のための処理時間はとれません。「けいれん」等発生した場合は、すみや
かに大会本部の関係者を呼ぶようにしてください。「けいれん」等のため試合を中断した場合、そ
のプレイヤーは棄権となります。

　試合前のウォームアップは、サービス練習（各サイド４本）のみとします。

５、試合順序
　（リーグ戦）

４チーム　：　２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２
３チーム　：　１－３、２－３、１－２

６、試合規定 日本テニス協会本年度規定によります。
ただし、Ｔシャツの着用等、一部ローカルルールを採用します。

７、表彰 エンジョイの1位トーナメント　チャレンジャー・ミックス100の1位2位トーナメントは３位まで

それ以外のトーナメントは優勝のみ（賞状のみ）

参加賞はトーナメント敗者よりくじ引きにより賞品を引き当てる。

本大会に対して、矢部恭子様より御寄付をいただいております。

８、その他 ※  会場内にはゴミ箱の設置がありませんので、各自持ち帰るようにお願いします。

※  スポーツ保険に加入の上、試合にご参加ください。

セットボールは、１個５０円で販売致します。

①熱や咳、だるさ等ある方は、参加の自粛、会場への来場はご遠慮願います。 

②三密(密閉・密集・密接)の回避、手洗い・アルコール等による手指消毒、咳エチケット、

休憩時にはマスク着用の徹底と社会的距離を確保いただくようお願いします。 

③試合中のマスク及びフェイスマスクの着用は可としますが、酸欠や熱中症の危険を

各自で判断し、無理のない範囲で使用して下さい。

第40回混合ダブルス矢部杯日程・注意事項（2022年）

＜新型コロナウイルス感染防止予防の徹底＞



＜チャレンジ・予選＞

A

氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位
荒井　悠希 リバーテニススクール

平野　愛実 リバーテニススクール

金子正二 足利ローン
藤澤真由美 足利ローン

柳　敏幸 足利ローン
小松原博子 ラヴ・オール

B

氏名 クラブ名 4 5 6 勝敗 順位
大和秀行 足利ローン
荻原瑠衣 足利ローン
松葉直樹 足利ローン

石川さよみ 足利みなみ
鈴木和彦 ラブオール

赤坂小百合 足利みなみ

C

氏名 クラブ名 7 8 9 勝敗 順位
宮澤保志 足利ローン
鈴木貴子 ラヴ・オール

丹羽　孝明 チームU＆T
春山　陽子 足利エースアカデミー

伊原慎吾 足利ローン
伊原佳穂 足利ローン

0-0

9 0-0

8

0-0

6

5

4 0-0

0-0

0-0

7

第40回足利テニス協会混合ダブルス矢部杯

1

2022年7月10日 足利テニス協会

0-0

2

3

0-0

0-0



＜エンジョイ・予選＞

A

氏名 クラブ名 1 2 3 4 勝敗 順位

北林　優 ジャルダン
福岡幸江 足利ローン

久保田一郎 足利みなみテニスクラブ

久保田和希子 足利みなみテニスクラブ

阿由葉利彦 足利ローン
作田佳子 足利ローン

高柳健治 ラベンダー
小高直子 ラベンダー

B

氏名 クラブ名 5 6 7 8 勝敗 順位

田島基豪 アキレス
田島章子 足利ローン

柴田三千夫 足利ローン
柴田敦子 足利ローン

倉林　瞭 リバーテニススクール

倉林　史恵 エースアカデミー

大木和己 チームU&T
小林美佐子 チームU&T

C

氏名 クラブ名 9 10 11 12 勝敗 順位

久保田文一 足利ローン
田巻明日美 足利ローン

菊池健一 足利ローン
清水紀子 足利ローン

砺波哲也 チームU&T
大島命子 チームU&T

中根政範 足利みなみテニスクラブ

中三川俊香 サンデー

D

氏名 クラブ名 13 14 15 勝敗 順位

川島　正巳 サンデーＴＣ
岩本　みどり サンデーＴＣ

蓼沼光夫 足利みなみテニスクラブ

斎藤喜美子 ふえぶれす

岡島伸介 足利ローン
岡島初子 足利ローン

E

氏名 クラブ名 16 17 18 勝敗 順位

鈴木展明 足利ローン
山澤美穂乃 足利ローン

赤堀　晃太郎 リバーテニススクール

金井　結空 リバーテニススクール

荘司　和男 サンデーTC
荘司　克予 サンデーＴＣ
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F

氏名 クラブ名 19 20 21 勝敗 順位

芹澤千里 ジャルダン
星野ますみ 足利ローン

足立　拓也 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ
田中　佑來 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

亀田幸久 足利ローン
亀田浩子 足利ローン

G

氏名 クラブ名 22 23 24 勝敗 順位

飯塚繁男 チームＵ&Ｔ
大谷康子 足利みなみ

保田寿 ジャルダン
堀原暢子 ラブオール

若山恵一 足利ローン
若山理美 足利ローン

H

氏名 クラブ名 25 26 27 勝敗 順位

酒井　広行 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ
安藤　純子 足利ﾛｰﾝ

柏瀬敏雄 足利みなみテニスクラブ

羽賀直美 足利みなみテニスクラブ

秋草昌彦 足利ローン
秋草志保 足利ローン
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＜ミックス100歳・予選＞

A

氏名 クラブ名 1 2 3 勝敗 順位

石井　真 ラベンダー
鈴木貴子 ラヴオール

柴田三千夫 足利ローン
伊原佳穂 足利ローン

岡村延重 ラベンダー
松本桂子 エースアカデミー

B

氏名 クラブ名 4 5 6 勝敗 順位

砺波哲也 チームU&T
赤坂小百合 足利みなみ

高柳健治 ラベンダー
小高直子 ラベンダー

星野隆司 アレックス
石井喜代子 U&T

C

氏名 クラブ名 7 8 9 勝敗 順位

北林　優 ジャルダン
福岡幸江 足利ローン

中山　吉之助 ロゼ
藤田　恵子 足利エースアカデミー

飯塚繁男 チームＵ&Ｔ
堀原暢子 ラブオール

D

氏名 クラブ名 10 11 12 勝敗 順位

福島裕二 足利ローン
和田千絵 足利みなみ

保田寿 ジャルダン
大谷康子 足利みなみ

川島　正巳 サンデーＴＣ
岩本　みどり サンデーＴＣ
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