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大会注意事項

  １  試合方式

  （１） 試合は、ダブルス３試合とし、２試合を勝ったチームを勝ちとします。

  （２） 試合方式は対戦表にあります。

  （３） リーグ戦において

　・同勝敗の場合は，得失ゲーム差にて勝敗を決定する。

　・得失ゲーム差も同じ場合は，直接対決の結果による。

  （４） 試合は４人（２試合）で成立とし、その場合は第3試合を不戦敗とします。

　　尚，不戦敗の対戦はエキシビを行ってください。

  （５） 天候等の理由により試合方式を変更することがあります。

  ２　審　判　等                                                                               

  （１） 審判は、セルフジャッジとします。

  （２） コート内には、選手、役員以外は入らないで下さい。

  ３　試合進行等                                                                               

  （１） 試合開始時は、両チームがネットをはさんで挨拶し、メンバー表を交換して下さい。

  （２） 試合前の練習は、サービス８本のみとします。

  （３） 試合終了後、勝者チームの監督は、試合結果とボールを本部へ届けてください。

  （４） メンバー表は２枚用意し、１枚を試合開始前に本部席へ、１枚を対戦相手チームへ提出して下さい。

  （５） 試合はテニスウェアを着用すること。タオルを頭部や首に巻いてのプレイを禁止とします。

  ４　集合時間等                                                                               

  （１） メンバー全員で集合時間までに本部へエントリーして下さい。

  （２） 試合開始前に、コールしても応答が無い場合は棄権とします。

  （３） 試合開始時間は、試合日程表を参照して下さい。

  ５　その他                                                                               

  （１） 会場は駐車場が不足していますので、乗り合いで移動をお願いします。

  （２） 会場のゴミは、各チーム及び各人でお持ち帰り下さい。

  （３） 大会初日には、大会会場において開会式（９：0０）を実施します。

  （４） 大会当日の天候判断は、会場クラブハウス（８：3０）に掲示します。

  （５） その他不明なことは、大会役員に問い合わせて下さい。

試合日程
4月7日(日) 4月13日(土)

智光山公園
テニスコート

一般男子

ベテラン
男子1部

８：５０
までに集合

８：５０
までに集合

本選 予備日
備考



　
　　

　

　

　

　

全試合１セット６ゲームマッチ(６オール１２ポイントタイブレーク)

試合前の練習はサービス８本

試合前に、両チーム挨拶をしてから始めて下さい

対戦後、勝者チームは本部へ結果報告して下さい

オレとお前の月見野

チーム杉山

2019年度　一般男子　ドロー表

一般男子 bonesetter 東亜ＤＫＫ チーム杉山 オレとお前の月見野 順位

東亜ＤＫＫ

bonesetter



　
　　

　

　

　

　

2019年度　ベテラン男子１部　ドロー表

月見野バーディーズベテラン男子1部 順位

試合前の練習はサービス８本

試合前に、両チーム挨拶をしてから始めて下さい

対戦後、勝者チームは本部へ結果報告して下さい

月見野テニスクラブ

赤い矢

全試合１セット６ゲームマッチ(６オール１２ポイントタイブレーク)

コナミF

月見野バーディーズ

月見野テニスクラブ 赤い矢 コナミF



チーム名 チーム名

監督 監督

梶田　智史 bone 川越　淳一 bone 木下　慶一 東亜 宮原　順一 東亜

篠崎　翔平 bone 古城　泰裕 bone 岡野　隼人 東亜 大日方　智 東亜

篠崎　航平 bone 大原　康弘 bone 井上　真二 東亜

関谷　聡 bone 山口　滉太 bone 齊藤　雄太 東亜

芹沢　隆幸 bone 関口　裕範 bone 大森　茂 東亜

西大路　隆範 bone 根岸　靖 bone 山田　和樹 東亜

山口　敦司 bone 吉村　諭志 東亜

チーム名 チーム名

監督 監督

岡部　忠則 杉山組 小林　祥之 杉山組 鈴木　雅也 月見野

福島　直樹 杉山組 長谷部　光平 月見野

林　貴之 杉山組 勝村　勇太 アローズ

高橋　聖次 杉山組 笹本　幸一 一般

伊藤　匡史 杉山組 松村　卓也 月見野

杉本　一樹 杉山組 栗原　秀明 月見野

2019年度　団体戦　一般男子　メンバー表

栗原　秀明

メンバー メンバー

メンバー メンバー

チーム杉山 オレとお前の月見野

bonesetter 東亜DKK

西大路　隆範

岡部　忠則

井上　真二



チーム名 チーム名

監督 監督

中村　芳明 月見野 阿部　忠之 月見野 川久保　清 アローズ 森田　保 アローズ

西野　匡 月見野 小島　茂秀 月見野 勝村　健司 アローズ

平岡　明彦 月見野 高橋　栄二 アローズ

近藤　得朗 一般 小谷野　正人 アローズ

岡本　俊成 月見野 庄司　芳晴 アローズ

石関　義弘 月見野 加地　規人 アローズ

チーム名 チーム名

監督 監督

和田　裕章 コナミ 太田　益雄 コナミ 小林　芳夫 月見野 森脇　一郎 月見野

進藤　義明 コナミ 松本　好二 月見野

目黒　昭 コナミ 羽生　龍彦 月見野

吉田　実 コナミ 小野　章 月見野

梅林　功一 コナミ 松原　敏幸 月見野

岡添　達也 コナミ 太田　吉夫 月見野

メンバー メンバー

2019年度　団体戦　ベテラン男子1部　メンバー表

月見野テニスクラブ 赤い矢

西野　匡 勝村　健司

コナミF 月見野バーディーズ

和田　裕章 太田　吉夫

メンバー メンバー
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