
☆　主　　　　　　催 ：　（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団

☆　会　　　　  　場 ：　大和市営草柳庭球場　（TEL　０４６－２６１－６２００）

☆　大　会　日　程 ：　予選　：　２月２４日(土）　　本選　：　２月２５日(日）

　　　＜　予備日　　３月３日（土）・３月４日（日）　＞

☆　受付締切時間：　A～Dブロック　午前８時５０分

　　E～Hブロック　午後１時００分

☆　開　　会　　式

☆　試　合　開　始

☆　そ　　の　　他 ：　※惜しくも本選に出場できなかったチームには、参加賞がありますので本部までお越しください。

：　※昼食時間は設けておりませんので、各自で時間をみながら食事するようにお願いいたします。

廣岡 徹 富田 貞夫

藤原 美穂 富田 順子

田村 公生 瀬田 貴之

西森 由美子 瀬田 典子

受付締切時間 行田 忠由 受付締切時間 関 隆二

草野 京子 関 敬子

午前８：５０ 杉田 憲治 午前８：５０ 小松原 英雄

各務 千鶴 堀 陽子

髙橋 義男 平田 龍一

髙橋 敦子 高杉 愛

今牧 洋介 有阪 裕道

今牧 恵理子 有阪 美香

有崎 直樹 吉田 典弘

有崎 美由紀 吉田 奈々

受付締切時間 西谷 健生 受付締切時間 佐々木 知宏

西谷 典子 佐々木 由希子

午前８：５０ 西川 誠 午前８：５０ 白幡 卓也

西川 祐子 高杉 麻由美

木村 悟 長塚 光

木村 敬子 長塚 沙緒理

細田 秀朗 岡田 稔

草野 聖美 梶田 愛

中島 茂雄 外村 明彦

髙畑 ゆかり 柴田 さよ子

受付締切時間 松野 一 受付締切時間 渡部 智

雀ヶ野 浩子 長島 亮子

午後１：００ 山本 浩貴 午後１：００ 林 悠人

荒井 桂子 三浦 千明

田口 卓

田口 恵美子

竹下 文人 小宮 一美

渡部 美加 小宮 陽子

室 幸治 進藤 太司

室 英里子 進藤 利佳

受付締切時間 山内 純 受付締切時間 鈴木 一仁

込山 珠紀 武藤 直穂美

午後１：００ 村井 俊夫 午後１：００ 板倉 健

栗原 幸子 小泉 恵利

奥村 創

篠﨑 由貴子

第２８回ミックスダブルステニストーナメント
ドロー発表

Ｇブロック Ｈブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｅブロック Ｆブロック
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：　A～Dブロック　午前９時　　

　　E～Hブロック　午後１時１０分

：　Ａ～Ｄブロック　午前９時２０分

　　E～Hブロック　午後１時３０分

①

④

③

④

Aブロック

予選リーグドロー表

⑤ ⑤

① ①

⑤

② ②

②

③

④

①

Ｄブロック

②

③

④ ④

⑤

④

③

③ ③

②

① ①

②

⑤

②

①

⑤

④

③



A～D F・H

　１．　①－② 　１．　①－② 　１．　①－② 　１．　①－②

　２．　③－④ 　２．　③－④ 　２．　③－④ 　２．　③－④ ※　本大会では、皆様により多くの試合に

　３．　①－⑤ 　３．　①－⑤ 　３．　①－⑤ 　３．　①－③ 　　参加していただけるよう、予選リーグ

　４．　②－③ 　４．　②－③ 　４．　②－④ 　４．　②－④ 　　におきましては、1ブロック５ペアまたは

　５．　④－⑤ 　５．　④－⑤ 　５．　②－⑤ 　５．　①－④ 　　４ペアにて組ませていただきました。

　６．　①－③ 　６．　①－③③－⑤ 　６．　①－③ 　６．　②－③ 　　その為、2試合連続となるチームもご

　７．　②－④ 　７．　②－④①－④ 　７．　①－④ 　　ざいますが、大会趣旨をご理解のうえ、

　８．　③－⑤ 　８．　③－⑤①－③ 　８．　④－⑤ 　　何卒ご了承ください。

　９．　①－④ 　９．　①－④②－④ 　９．　②－③

１０．　②－⑤ １０．　②－⑤ １０．　③－⑤

 ◎　6ゲーム先取のリーグ戦

１ブロック５ペアとして勝率の高い上位２ペアが本選に進出します。

同じブロック内で同率となった場合の順位決定方法　（第２４回大会より変更になりました）

①　・同勝率２ペアの場合は対戦結果

　　 ・同勝率３ペア以上の場合は、取得ゲーム率（自分が取得したゲーム数÷

　　　 自分がプレーした全ゲーム数）の高いペア。（ラウンドロビン方式）

②　　抽選

◎　試合は全てセルフジャッジ(日本テニス協会のルールに準ずる）にて行います。

◎　デュースは、１回目からノーアドバンテージ制を採用します。 ※サーバーと同性の選手がレシーブして下さい。

◎　試合前の練習は各試合ともサーブ練習のみで、各サイド２本ずつ（計４本）とします。

◎　受付時間には遅れないよう気をつけてください。（無断で受付に遅れた場合は、棄権とみなし不戦敗と致します。）

◎　天候不順時には午前８時に判断いたします（小雨決行）。財団ＨＰ「やまとナビ」にてご確認いただくか、電話にてお問合せください。

◎　悪天候にて大会が中止になりましても参加料の返還はできませんので、予めご了承ください。

（参加賞に替えさせていただきます。３月３１日までがお渡し期間となります。

　大和スポーツセンター１Ｆ窓口までお越しください。）

◎　出場者の変更は一切認めません。また、出場選手が申込者と異なった場合は、その時点で失格となります。

　　　 ゲーム中に指摘があった場合、ゲームは続行しますが勝敗にかかわりなく失格となります。

       指摘前の試合結果については有効とします。

◎　ドロー発表後に出場ペアのキャンセルが出た場合には、一部のリーグ（組）で対戦相手等に変更が出ますが、

　　 予めご了承ください。 （※なお、出場辞退の参加料の返還はいたしません。）

　　　　　お問合せ・・・（公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　大和スポーツセンター　TEL　０４６－２６１－６２００

◎　リタイアの場合、勝者はリタイア後の残りのゲームを全て勝ったとし、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録します。

G

大和市営草柳庭球場　（ＴＥＬ　046-263-2112）やまとナビ（http://www.yamato-zaidan.or.jp/）

～～～～～～～～～　　試　合　方　法　（　予　選　リ　ー　グ　）　　～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～　　試　合　の　流　れ　（　予　選　リ　ー　グ　）　　～～～～～～～～～

～～～～～～～～～　　　　　　　諸　　　　注　　　　意　　　　　　　～～～～～～～～～～

◎　駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

◎　試合終了後、勝者が速やかに大会本部まで結果報告をお願いいたします。

※５面で４ブロックの試合を進めるためＡブロック③－④は第１試合になります。当日はタイムテーブルや放送をよくご確認ください。

E

　　　（その際に必ず結果の確認を行ってください）


