
荒 川 区 テ ニ ス 連 盟
夏季　ミックスダブルス　テ ニ ス 大 会

◎期  　　日 ２０２０年　　７月　１２日　（日）　７：００～１８：００
< 　予備日　:　無し　>

◎会  　　場 荒川区 東尾久テニスコート   ５面  （オム二コート）

◎競技方法 ト ー ナ メ ン ト方式
 
６ゲーム先取 ノーアド    （ ５－５の場合のみデュース有り）
（セルフジャッジ）

※ 但し、時間・天候等の都合上、変更する場合もあります。

◎ウォームアップ フォアサイド・バックサイド
　各サービス　２本

【 注意事項 】 ！！　新型コロナウイルス感染症防止対策のため
！！　集合しての競技説明は行わない予定です。
！！　この大会要項等を確認し、各自必ず印刷してお持ちください。
① 試合中のケガ等事故については、責任を負いかねますので、

予めご了承下さい。
② セルフジャッジですので、カウントコール、ジャッジ等を明確に

お願い致します。
③ コート内の選手以外の立ち入りは、出来ません。
④ コート内では、携帯電話の電源は切ってください。
⑤ 試合中の出入りは、チェンジコートの時に走って移動すること。
⑥ 天候が不安定の場合、現地集合、現地確認のこと。

＜受付時間＞　　　※テニスのできる準備をし、ペア揃って受付時間内に受付をすること。
※チェックリストを確認・署名をした上で参加費と一緒に受付へ提出すること。

７時４０分～５５分 　５～１６・２１～２８・３７～４０
８時４０分～５５分 　３・４・１９・２０・２９・３０・３５・３６・４１～４６・５１・５２・６１・６２
９時４０分～５５分 　１・１７・３２・３３・４８・４９・５３～６０・６４

【お知らせ】
荒川区テニス連盟ホームページ
https://aratennisren.com/

大会要項（注意事項）　　　※必ずご確認下さい！
https://aratennisren.com/wp-content/uploads/2020/03/tournament_join_instructions_2019.pdf

ペア変更・大会不参加の連絡先　
kyougiarakawa＠gmail.com　

（重要事項）
・大会に関する問い合わせ、棄権、ペア変更の連絡は、各クラブ代表の方、もしくは通信連絡者の方
からお願いいたします。ただし、直前連絡の場合や緊急の際は、参加者の方からのメールでも可と
します。
・棄権、メンバー変更の連絡は必ず前日までにメールで事前連絡をする事。
※分かり次第なるべく早めにお願いいたします。
※急病等やむを得ない事情の場合のみ、大会当日の受付開始時間までとします。

https://aratennisren.com/
https://aratennisren.com/wp-content/uploads/2020/03/tournament_join_instructions_2019.pdf


夏季大会 ミックスダブルス
2020/07/12  東尾久運動場

1 小柳 遊多 ウエンズ 33 葭葉 智広 Revenge小柳 有佳子 スナイパーズ 荒 禎子

2 BYE 34 BYE

3
沼田 穣

OnLine 35
粟谷 肇

一般品田 康子 粟谷 恵子

4
西 大介

ましゃ 36
脇山 昇

クッキー＆クリーム玉村 和江 宮下 香津美

5 樋口 研一郎 Revenge 37 浜田 敏 ボヌール
吉川 春佳 町山 佳苗 フォローウインド

6 松野 純也
ボヌール 38 佐藤 義和

マック松野 朝美 山本 聡美

7
渡部 大輔

マック 39
竹前 圭

SP佐藤 千絵 藤本 有香

8
藤井 和行

フォローウインド 40
井本 淳介

ケルン清田 朋子 井本 悠紀

9
須賀 敦郎

クッキー＆クリーム 41
石塚 和弘

ましゃ木崎 由紀子 石塚 優子

10 岩折 省吾
ウエンズ 42 沖花 正佳

ブルーエンジェルス今西 亜矢 藤崎 聡美

11 青山 弘
ブルーエンジェルス 43 内藤 友博 KION西田 久美子 長澤 由惟

12
小山 聡

BLUEBASS 44
堀江 慶

フォローウインド土井 柴野 播磨 裕子

13
田平 征太郎

オウルズ 45
鈴木 和規

BLUEBASS田中 弓 鈴木 千由

14 小森 勇武
フォローウインド 46 山田 博之

ケルン斎藤 裕美 阿左美 幸乃

15 新城 憲
ましゃ 47 BYE新城 由美

16 吉田 亘 ケルン 48 高尾 善之 ウエンズ菅澤 理恵 高尾 奈穂

17
木村 勉

Revenge 49
堀 真也

ウエンズ原 紳子 堀 幸子

18 BYE 50 BYE

19 高垣 伸一
ブルーエンジェルス 51 長谷川 達之

マック黒津 正子 池口 佳代子

20 金 在相
日暮里 52 恒吉 徹

日暮里近藤 広美 中島 彩里

21
吉野 淳一

フォローウインド 53
田島 隆

フォローウインド小俣 直子 藤田 由美

22
山口 正次

クッキー＆クリーム 54
細越 雄斗

BLUEBASS植田 佐知子 小川 知恵子

23 山口 朗史
ウエンズ 55 佐藤 孝宏

ナウシカ山口 なつよ 高波 美智子

24 浪ヰ 友淑
マック 56 日出 衛 ましゃ

村越 佳代子 内山 正子 スタークラブ

25 仁平 勝裕
ケルン 57 千代田 範人

タッチ内藤 さおり 河野 智恵

26
門田 隆

フォローウインド 58
石崎 孝博

ましゃ柿平 みのり 石崎 香代子

27
山田 直正

BLUEBASS 59
綱本 大地

オウルズ鏡 多恵 石原 教子

28 田中 昭二
オウルズ 60 森島 基

ウエンズ島川 彰子 森島 千晴

29 長野 明
ナウシカ 61 金子 幸夫 クッキー＆クリーム

臼井 真由美 松木 真理子 スタークラブ

30
竹田 正行 日食 62

山本 正延
マック古賀 千恵 ウエンズ 菅野 しのぶ

31 BYE 63 BYE

32
渡辺 剛

ましゃ 64
石川 直紀

フォローウインド小宮 恵美子 田島 久恵



「新型コロナウイルス感染拡大防止について」
!参加選手は当日の朝、必ず検温して発熱がない事を確認してからお越し下さい
!各自マスクを持参すること
　　(受付時や着替え時のテニスを行っていない際は必ずマスク着用)
　
≪施設利用時の感染防止策チェックリスト≫
□　体調が良くない。怠さや.熱がある。
□　同居家族や最近あった身近な知人に感染者（感染を疑われる方）がいる。
□　過去14日以内に政府から入国制限.入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への
　　渡航または、当該在住者との濃厚接触がある。
□　受付時の検温で37.5度以上ある。
　【上記チェックリストに一つでも該当のある方の参加はお断りいたします】
!本部で受付前に検温を行います。ご協力頂けない場合は参加を認めません

≪皆様に必ず守って頂きたい事≫

・こまめな手洗い、アルコール消毒を実施すること。
・他の選手及びスタッフ等と距離(2m以上)を確保すること。
・利用中に大きな声、又は応援等を行わないこと。
・ゴミは、利用者自身で持ち帰ること。
・テニス中に唾や痰等をコート内で吐かないこと
・タオル等を共有しないこと。
・飲食は周囲の人と距離とり、出来る限り、対面で行わないこと。
・スポーツドリンクや食べ物の回し飲み等をしないこと。

・試合中のマスクについては、各自の判断で着用して下さい。熱中症等の危険もありますので
　十分に注意をお願いします。また、フェイスマスクの使用も認めます。
・試合終了後のあいさつは、握手は行わず『礼』を行ってください。
・試合中のハイタッチも控えてください。

≪参加費の集金について≫

・ペアごとに参加費を徴収致します。出来る限りおつりの無いようにお願いします。
　集金をしたペアには、領収書をお渡し致します。再発行は、致しません。

・事情により棄権するなど、当日会場にお越し頂けない場合は、同じ所属クラブの方を通じて　
　支払いするなど、大会当日の支払いへご協力をお願い致します。大会当日に支払いできない場合は、
　大会終了後10日以内にクラブ代表者を通じて競技部へ振込をお願い致します。

・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

感染防止策チェックリスト等、上記に記載の内容を全て確認したうえで、下記署名欄にお名前を記入し、
受付時に参加費と一緒に提出して下さい。

2020年7月12日　荒川区テニス連盟　夏季ミックスダブルス大会　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ名　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ名　　　　　　　　　　　　　



「競技説明」

≪試合方法≫
アップはサービス各サイド2本ずつ。6ゲーム先取　ノーアド　５－５の場合のみデュースあり。
※ノーアドバンテージのレシーバーは同性どうし。
※全試合セルフジャッジ
（スポーツマンシップにのっとり、トラブルの無いようにお願い致します。
　ジャッジ、カウントコールは明確に！）

≪試合進行方法≫　　
・オーダーオブプレー（OPボード）を使用する
・OPボードに貼りだされた選手は、対戦相手の方を確認し本部でボールを受け取る。
・コートの近くで待機し、前の試合が終わり次第、試合を行ってください。
・試合終了後、勝者が結果を本部へ報告。必ずマスクを着用して下さい。
　セットボールは本部で回収します。
・入賞者はベスト４まで表彰します。

≪注意事項≫
・タバコは必ず灰皿のある所定の喫煙所でお願いします。
・ゴミは各自、全てお持ち帰りをお願い致します。
・コートの中以外の場所で、ボールを使っての練習はできません。
（バスケットボールコート、ゲートボール場に立ち入らないこと。）
・本部からの呼び出しが聞こえる場所にいること。
・選手が会場を離れて試合の進行の妨げにならないようにお願いします。
・更衣室の利用について、世情により使用制限がされる場合があります。


