
◎期  　　日 2022年  6月 1日  (水)    9:00 ～ 19:00
<  予備日:  2022年  6月  8日  （水）  >

◎会  　　場 荒川自然公園　４面  （オム二コート）

◎競技方法 ※３組または4組　１ブロックリーグ戦　 （1組2試合で順位決め）　

※1位トーナメントの予定あり
 
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。

！！　体調管理チェックシートは、各自必ず印刷、記入し持参して下さい。

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。

※受付時に体調管理シートを必ず提出すること。

【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/2022/03/tournament_join_instructions_2022.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。

・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。

【川の手レディース大会の趣旨について】

この川の手レディースの趣旨は＜テニスの楽しさ、優勝の喜び＞を１人でも多くの

方々に味わってもらいたいと考え、優勝ペアは翌年からはエントリーは出来ません。

また、ペアを代えての参加も５年間は認めておりません。

※ただし、2020年2021年がコロナの影響で想定外の中止だったため、趣旨から鑑みて、

　中止の2年分は除外し、5年を5回と読み替えて対応させて頂きます。

8:40～8:50 い・う・く・け

荒 川 区 テ ニ ス 連 盟
川の手レディースダブルス　大 会

受付時間 ブロック

10:00～10:10 え・お・か・き

11:30～11:40 あ・こ



　　　　　　　　　　　荒川区テニス連盟  
　　　　　　　　　　　　選手・役員・大会関係者の皆様へ 
　　必ずお読み頂き、大会当日に体調管理チェックシートのご提出をお願いいたします。 

 

大会参加にあたっては、次に掲げる事項を遵守していただき、主催者・主管団体・

施設管理者等が講じる対策等にご理解とご協力をお願いいたします。

１ 現在、国や東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止の動向に注視しながら、準備を 

    進めておりますが、感染拡大状況により、やむを得ず大会の中止または、競技方法等に

　変更が生じる場合があります。

２ 本大会の開催にあたっては、公益財団法人日本スポーツ協会通知の「スポーツ

　イベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」（令和 2 年 5 月 14 日付）及び

　中央競技団体等のガイドラインに沿って運営いたします。 

 

３ 大会当日は、次に掲げる項目を遵守してください。   

　（１）以下の項目に該当する場合は、参加を認めません。

　　  ① 体調がよくない場合（例: 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）。

　 　 ② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

         ③ 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、 

              地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。

          ※書面での確認事項となります。

 

      申告書（体調管理チェックシート）大会当日の受付時に必ずご提出してください。
    （２）マスクを持参してください。

           ※受付時などスポーツを行っていない際や会話をする際など必ず着用してください。   

    （３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。 

           ※受付等に消毒液等を用意する予定ですが、ご自身での対策もお願いいたします。

    （４）他の参加者や主催者スタッフ等との距離を確保してください。

           ※できる限り 2m を目安に確保してください。 

    （５）大きな声での会話や応援等をしないでください。

    （６）タオルの共用はしないでください。

    （７）ゴミや飲み残したドリンク等はお持ち帰りください。

    （８） 飲食は周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、会話は控えめにしてください。

    （９）感染防止のために主催者や主管団体が決めた措置を遵守すると共に、その指示に

               従ってください。 

    （10）万が一、大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

              荒川区テニス連盟まで速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 



□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

大会当日に持参してください
事前にご記入願います！

大会参加にあたって会場に来られる選手・運営役員ならびに大会関係者の皆様におかれましては、以下の情報提供を

荒川区テニス連盟　大会参加
体調管理チェックシート

必ずお読み頂き、大会当日に体調管理チェックシートのご提出をお願いいたします。

荒川区テニス連盟の大会への出場にあたり、公益財団法人日本スポーツ協会通知の「スポーツイベントの再開に向けた

感染拡大予防ガイドライン」（令和２年５月１４日付）及び中央競技団体等が定めるガイドラインに沿って運営するため、

お願いいたします。

　なお、ご提出頂いた個人情報の取り扱いには十分に配慮いたします。

氏名

（　選手　・　運営役員　・　関係者　）いずれかに○

大会日付 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

住所

連絡先 （電話番号）

年齢

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

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る

国、地域等への渡航又は当該在宅者との濃厚接触
□あり □なし

大会当日の体温

(37.5℃以上の方は出場不可) 〔　　　　〕°C
大会前２週間における以下の事項の有無

　※一項でも「あり」の場合は、参加することはできません。

平熱を超える発熱（おおむね37.5℃以上）

咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)

嗅覚や味覚の異常

体が重たく感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無



【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。

※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、（原則として）勝者が結果を本部へ報告。必ずマスクを着用して下さい。

※対戦相手が続けて試合の場合は、コートを出る方が結果を報告して下さい。

・セットボールは、敗者の方がお持ち帰り下さい。

・1位トーナメントを予定しております。

・自然公園4面開催のため、順位別トーナメントは行いません。

　（コートに空きが出る場合は、交流戦を行います。）

・優勝、準優勝、3位の表彰を行います。

≪注意事項≫

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、咳エチケットを推奨いたします。

　会場内では、必ずマスクの着用をお願いいたします。

・試合後のあいさつにおいて、握手は一礼に置き換えての対応でお願い致します。

・試合中のハイタッチも控えてください。

・ゴミは各自、全てお持ち帰りをお願い致します。

・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。

・公園内は全面禁煙です。

・通路や遊具、ベンチに荷物を置いたり、通路をふさいで立ち止まるなど、

　公園利用者の妨げにならないようご配慮をお願いいたします。

・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。またコロナ対策が続く当面の間は、フェイスマスクの使用も認めます。

【川の手レディース大会の趣旨について】

この川の手レディースの趣旨は＜テニスの楽しさ、優勝の喜び＞を１人でも多くの

方々に味わってもらいたいと考え、優勝ペアは翌年からはエントリーは出来ません。

また、ペアを代えての参加も５年間は認めておりません。

※ただし、2020年2021年がコロナの影響で想定外の中止だったため、趣旨から鑑みて、

　中止の2年分は除外し、5年を5回と読み替えて対応させて頂きます。

【歴代優勝者】

2015年　　小俣直子（フォローウインド）　大澤和枝（ましゃ）

2016年　　池田恵理（Revenge）　　　 　山本聡美（マック）

2017年　　田中寛子（タッチ）　　          小島正美（タッチ）

2018年　　大山留美子（ライジングサン）  村田里美（ライジングサン）

2019年　　小林ゆかり（Tメイト）　     　市川博美（Tメイト）

2020年　　　中止

2021年　　　中止



川の手レディース大会
2022/06/01  荒川自然公園

1 2 3 4 順位

堀 幸子

渡辺 明子

櫻井 正子

石川 秀子

千葉 早苗

海老沼 順子

天 尚子

島川 彰子

1 2 3 順位

京極 美恵

金子 理恵

河野 彩子

野本 浩代

小宮 恵美子 (ましゃ)

野村 留美香 (フォローウインド)

1 2 3 4 順位

大森 瑞江

藤澤 典子

福田 孝子 (ケルン)

菅澤 理恵 (KION)

大八木 さおり

寺田 由美子

大矢 早苗

今井 和子

1 2 3 4 順位

宮原 由紀子 (DIVA)

小原 千草 (フォローウインド)

坂井 正子

佐藤 千絵

池上 美由紀

村田 美知子

崔 恵美子 (BLUEBASS)

藤井 由紀 (Revenge)

1 2 3 4 順位

小池 好美

杉浦 和江

杉森 永子 (ケルン)

服部 浅子 (フォローウインド)

鈴木 千由

西田 久美子

新井 美希

工藤 佳代子

あ

い

う

え

お

16 (スタークラブ)

15

14 (在住)

19 (マック)

17

18 (BLUEBASS)

13

11 (タッチ)

12

10 (らくれん)

9

(マック)

7

8

6 (Revenge)

5

(マック)

(ガシャリーズ)

4 (オウルズ)

2 (マック)

3 (スタークラブ)

1 (ウエンズ)



1 2 3 4 順位

高尾 奈穂

加藤 薫

高橋 法子

大木 由美子

岡部 文

渡辺 優子

黒井 かおり

須田 英子

1 2 3 4 順位

大井 真由美

永井 史

大木 和美

本田 祐子

早川 亜美 (Revenge)

山積 博子 (スタークラブ)

新家 智美

田中 真理

1 2 3 4 順位

海老原 真美

矢崎 仁美

宇田 典子

堀越 美和

中川 敏恵 (KION)

永島 真紀 (フォローウインド)

入江 優子

白戸 佳苗

1 2 3 順位

小島 アサミ

青柳 美千代

宮野 千賀子

吉川 春佳

陶 亜紀子

細谷 典子

1 2 3 4 順位

本井 亜矢

中村 由紀

石井 清美

鈴木 明子

長野 佐稚子

伊藤 由美枝

粟谷 恵子

島田 久美子
38 (らくれん)

35 (フォローウインド)

36 (ブルーエンジェルス)

37 (オウルズ)

32 (SP)

33 (Revenge)

34 (ブラッシュアップ)

29 (スタークラブ)

30

31 (マック)

26

27 (リ場Te)

く

28 (カシオペア)

23 (オウルズ)

き

24 (らくれん)

25 (マック)

20 (ウエンズ)

21 (ガシャリーズ)

22 (SP)

こ

け

か
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２０２２．６．１　

　　川の手レディース大会 自然公園　　9:00～19:00

A B C D

１ い　５－６ う　８－９ く　２８－２９ け　３２－３３

２ い　５－７ う　１０－１１ く　３０－３１ け　３２－３４

３ い　６－７ う　勝者 く　勝者 け　３３－３４

４

５ え　１２－１３ お　１６－１７ か　２０－２１ き　２４－２５

６ え　１４－１５ お　１８－１９ か　２２－２３ き　２６－２７

７ え　勝者 お　勝者 か　勝者 き　勝者

８ え　敗者 お　敗者 か　敗者 き　敗者

９ あ　１－２ あ　３－４ こ　３５－３６ こ　３７－３８

１０ あ勝者 1位　いーう こ　勝者 1位　くーけ

１１ あ敗者 1位　えーお こ　敗者 1位　かーき

１２

１３ 1位　SF 1位　SF

１４

う　敗者 く　敗者

1位　F

1位　あー　 1位　こー


