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NO, 要項 項目 内容 備考

1 名称 第15回各務原市ミックスダブルステニス大会

2 主催 各務原市テニス協会（運営担当：川島テニスクラブ）

3 後援 各務原市教育員会、各務原市体育協会、岐阜新聞、岐阜放送

4 期日 令和元年7月7日（日）予備日７月14日（日）

5 会場 川島スポーツ公園テニスコート

6 会場住所 〒501-6023　各務原市川島小網町2146-1　TEL0586-89-4500　添付地図参照

7 コート種類 クレーコート

8 種目 ミックスダブルス（一般、壮年、実年）

9 参加数 一般 年齢制限無し　　 　  ：　14組
壮年 男女とも４５歳以上  ：　21組
実年 男60歳以上、女55歳以上：　13組 計48組

10 競技方法 10-① （財）日本テニス協会競技規則に準ずる。
10-② セミノーアドバンテージ、スコアリング方式です。
10-③
10-④ セットブレークルールの採用
10-⑤ 試合は、すべて1セットマッチトーナメント、6-6後タイブレーク
10-⑥ ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝも行う。ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝは1セット、6ｹﾞｰﾑ先取、ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ(ｹﾞｰﾑ数は変更有）
10-⑦ 審判はセルフジャッジとします。

11 試合球 11-① ダンロップフォートイエロー、1マッチ2個（大会使用球は主催者にて準備する）
11-② 使用済ボールは敗者持ち帰り
11-③ ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝは、持ち帰りボールを使用する。

壮年クラス　１Ｒ　 8：30開始（時間までに受付終了の事）
一般、実年クラス１Ｒ 9：30開始（時間までに受付終了の事）

13 障害 競技中選手に負傷等の事故があった場合、主催者において応急手当は
しますが、それ以後の責任は負いません

14当日連絡先 小島
コジマ

国雄
クニオ

（090-3839-5966）　野田
ノダ

哲歳
テツトシ

（090-1724-4573）
川島スポーツ公園（0586-89-4500）

15 その他 17-① 申込後の選手の変更は一切認めません
17-② 納入された参加料は、失格、棄権等があっても一切返却いたしません
17-③ 服装は特に規定しませんが、ランニングシャツはご遠慮ください。
17-④ 不明な点は小島国雄（TEL0586-89-2035）野田哲歳（TEL0586-89-2324）

まで
１７-⑤ 記載事項の脱漏、誤りによる不利益については、大会委員会はその責めを

負いません。
１７-⑥ 最近セルフジャッジにフェアーさが、欠如の指摘があります。

スポーツマンシップとは己に恥じないジャッジをすることです。
駐車についてのお願い

テニスコートの駐車場は野球場、多目的グランドとの共用のためできるだけ乗り合わせての
来場を希望します。（今回特に他競技も同時開催の為駐車場が不足しております。）
特に路上駐車は、一般の通行車両の支障になり、事故等の原因にも
なりますので厳に慎んでください。ご協力をお願いいたします。

試合開始
時刻
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枠 ☆実年クラス（9：30スタート） 6ゲームタイブレーク、セミノーアドバンテージ

中村　光治 ポニーテニス 1R 2R SF F

福原　紀美子 ポニーテニス

渡辺　幹夫 川島ＴＣ

加藤　千恵子 川島ＴＣ

小島　和則 なかよしテニス

小島　可江 なかよしテニス

小島　好冶 川島ＴＣ

小島　春美 川島ＴＣ

永井　熙 ＵＬＴＣ

細　和美 ＵＬＴＣ

篠田　泰生 なかよしテニス

篠田　康子　　 なかよしテニス

石川　治彦 ＮＯＶＡ-Ｋ

山口　良子 ＮＯＶＡ-Ｋ

草薙　脩 ＡＳＳＥＭＢＬＹ

仲村　千秋 ＡＳＳＥＭＢＬＹ

広瀬　真輔 ＮＯＶＡ-Ｋ

山田　恵美子 ＮＯＶＡ-Ｋ

野田　哲歳 川島ＴＣ

野田　恵子 川島ＴＣ

平田　正一 なかよしテニス

水谷　淳子 なかよしテニス

古澤　俊幸 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

古澤　登美子 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

小島　国雄 川島ＴＣ

野田　美代子 川島ＴＣ
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枠 ☆壮年クラス（8：30スタート） 6ゲームタイブレーク、セミノーアドバンテージ

加藤　和浩 Ｗｉｍ岐阜 １R 2R 3R SF F

加藤　千鶴 Ｗｉｍ岐阜

吉田　謙二 ビギナーズラック

北村　朱実 ビギナーズラック

海野　大 なかよしテニス

奥野　智美 なかよしテニス

渡辺　哲也 ＮＯＶＡ-Ｋ

小島　享子 ＮＯＶＡ-Ｋ

梅本　秀基 ＵＬＴＣ

栗本　美紀 ＵＬＴＣ

清水　章宏 川島ＴＣ

洲浜　ひとみ 川島ＴＣ

中根　慎一郎 ＢＲＥＡＫ　ＢＡＣＫ

中根　智子 ＢＲＥＡＫ　ＢＡＣＫ

篠田　圭司 なかよしテニス

奥村　圭子 なかよしテニス

川合　好胤 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

安藤　美奈子 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

布施　圭一 ＵＬＴＣ

東倉　一代 ＵＬＴＣ

小倉　武幸 航空自衛隊岐阜基地

川俣　珠子 航空自衛隊岐阜基地

澤村　隆重 川島ＴＣ

野田　真弓 川島ＴＣ

大洞　忠芳 ＢＲＥＡＫ　ＢＡＣＫ

小路　さおり Ｗｉｍ岐阜

北倉　真一 なかよしテニス

北倉　美和子 なかよしテニス

左高　篤史 ＵＬＴＣ

奥田　千佳子 ＵＬＴＣ

左近　和夫 Ａ’ｓ３

酒井　宏美 Ａ’ｓ３

小澤　吉伴 ＮＯＶＡ-Ｋ

村瀬　伸子 ＮＯＶＡ-Ｋ

三好　貴己 航空自衛隊岐阜基地

近江　有紀 航空自衛隊岐阜基地

加藤　誠 ＵＬＴＣ

奥村　真理 ＵＬＴＣ

久納　慎司 ビギナーズラック

石黒　由美 ビギナーズラック

浅井　宏忠 ＦＯＲＴＥ

浅井　敦子 ＦＯＲＴＥ
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枠 ☆一般クラス（9：30スタート） 6ゲームタイブレーク、セミノーアドバンテージ

岸　恵子 ＦＯＲＴＥ 1R 2R SF F

水野　拓海 ＴＡ-NOBU

北尾　太一 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

津田　智美 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

横谷　健吾 航空自衛隊岐阜基地

角田　結女　 航空自衛隊岐阜基地

藤村　学 ＮＴＫ

松原　理沙 Ｗｉｍ岐阜

清水　雄介 ビギナーズラック

清水　祥子 ビギナーズラック

渡辺　浩二 ＦＯＲＴＥ

松川　紀子 ＦＯＲＴＥ

伊藤　尚巳 航空自衛隊岐阜基地

岩満　美帆 航空自衛隊岐阜基地

荒木　健太朗 ＵＬＴＣ

佐々木　佳代子 ＵＬＴＣ

水野　博 ＮＴＫ

林　智子 Ｗｉｍ岐阜

林　佑太朗 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

中島　加南子 ＣＡＮＮＯＮ-ＢＡＬＬ

市川　孝司 ＦＯＲＴＥ

山口　佳代 ＦＯＲＴＥ

井川　直哉 川崎重工業

大坪　美結 ＢＲＥＡＫ　ＢＡＣＫ

河原　洋 航空自衛隊岐阜基地

山口　幸恵 航空自衛隊岐阜基地

加藤　宏太 ＮＴＫ

郷　沙耶香 Ｗｉｍ岐阜
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① 川島スポーツ公園駐車場（野球、サッカー、テニス共用）
② 川島スポーツ公園駐車場（野球、サッカー、テニス共用）
③ 小網町公民館駐車場（未舗装部分に限ります。舗装部分は厳禁です。協力下さい。）
④ 堤外駐車場（堤防下）

コンビニ

小網橋

木曽川

第15回各務原市ミックスダブルステニス大会用駐車場

テニス場 川島スポーツ公園 住所 〒501-6023 各務原市川島小網町2146-1       

期日 令和元年７月7日(日）予備日７月１4日（日）
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