
２００9 第 21 回 
アダチ ミックス ダブルス トーナメント実施要項  

                         

(1) 主  催 足立区テニス協会 

(2) 大会役員 大会委員長 中田裕康   大会副委員長  正部一行・木村輝雄 

(3) 期 間     平成 21 年 9 月 13 日(日)     予備日=9 月 20 日(日) 

(4) 時 間     午前９時～午後６時(総合スポーツセンターテニスコート ＡＢＣＤＥＦ) 

午前９時～午後９時(総合スポーツセンターテニスコート ＧＨ) 

(5) 会 場     総合スポーツセンターテニスコート(8 面) 

(6) 競技種目 ミックス(混合)ダブルス 

(7) 競技規則 JTA ルールブックに準ずる 

(8) 試合球  ダンロップフォートイエロ－ 

(9) 競技方法 １セットマッチ６－６オール 7 ポイントタイブレークによるトーナメント 

(10) 集合時間 9：00  1－48   10：00  49－96  

(11) 参加資格 足立区テニス協会会員  

(12) 順位決定方法 優勝１位・準優勝２位・準決勝進出の２組を３位とする 

(13)  競技委員 
   レフリ－  中原倫子    アシスタントレフリ－  片野和恵   
   競技    三田日成  矢下裕彦  柳川則子  総務 中原倫子 
   ナイタ－役員  中田裕康  正部一行  中原倫子 

※ 役員集合  8:30  
（14）注意事項 

1、 選手は、定刻 5 分前までに、試合のできる服装で、エントリ－をすませてください。 

2、 試合前の練習は、サ－ビス両サイド各 4 本のみにしてください。 

3、 審判は、セルフジャッジで行ってください。勝者が試合結果を本部に報告、セットボ－ルは

敗者が、お持ち帰りください。 

4、 日程は、原則として雨天順延としますが、小雨でも行うことがありますので、コ－トに集合

してください。（管理事務所に電話をしないでください）台風など悪天候の場合は、ホ－ムペ

－ジに掲示することもあります。 

5、 試合中のケガなどについては、応急処置は行いますが、その後の責任はおえません。 

6、 服装は、テニスウエア－に限ります。                                 

着用できない服装:：テニス用でないＴシャツ、ランニングシャツ、ランニングパンツ、ジ－ンズ、 

その他の不適切なウエア－（不明な点は、レフリ－の判断で行います）  

7、 車は必ず、総合スポツセンタ－の駐車場を利用してください。 



第21回　アダチミックス　ダブルス　トーナメント

1R 2R 3R 4R QF SF SF QF 4R 3R 2R 1R

準優勝

3　　位

優　　勝

3　　位

F
1 竹中・川井 S・ば 49

2 森田・谷垣 ア 島田・山佐 サンタ 50

嶋田・木下

岡本・杉橋 S

PTC 51

4 坂本・森本 リラ 関根・奥村 サンタ・フ 52

3 水谷・水谷 ナ

5 板橋・海野 P・サンタ 小高・榎本

ピ 55

6 木田・渡辺 区・江 木村・鬼満

M 53

竹 54

火 56

7 千葉・遠藤

8 竹中・村田 ヒ・ア 多々良・鹿野

あ 中村・松野

9 星野・小貫 あ 内海・轍

昭・鹿 59

10 古川・生田 S 山本・宇橋

39・ナ 57

ヒ 58

リラ 60

11 池田・小澤

12 小澤・今道 火 佐通・佐通

リラ 小倉・森

13 藤倉・関川 TCC 樋口・仲谷

ぬ 63

14 森・国玉 S bye

ル 61

62

ヒ 64

15 金子・玉根

16 武藤・小林 ココ 工藤・工藤

ラ 鈴木・月村

17 綿引・大島 あ 中田・嶋岡

ゴ・あ 67

18 古庄・山田 リラ・竹 川端・山田

昭 65

S 66

ア・平 68

19 佐々木・佐々木

20 須賀・吉澤 ナ 内田・吉岡

昭・ナ 小黒・時田

21 新田・新田 西 白石・行方

ゴ・あ 71

22 一戸・種山 フ・サンタ 小沼・小沼

昭 69

ココ 70

S・ば 72

23 小林・三品寺

24 山嵜・清水 区・T 藤次・吉原

ウェ 山崎・山崎

25 荒・葭葉 T 石澤・猪瀬

リラ 75

26 成田・岡田 江 引野・土井

S 73

リラ 74

ば 76

27 杉江・杉江

28 佐野・佐野 平 小黒・鈴木

リラ 三五・三五

29 松尾・三木 M・PTC 山本・忠

TCC 79

30 前田・石澤 S 玉川・玉川

リラ・区 77

ココ 78

火 80

31 佐藤・飯野

32 岩田・上野 S 野々口・川崎

鹿 川崎・松井

33 篠田・篠田 M 伊藤・伊藤

83

34 中沢・桜井 竹 五郎丸・下田

39 81

S 82

ア 84

35 bye

36 長谷部・福田 Ｓ 鈴木・高橋

bye

37 飯塚・飯塚 昭 品田・近藤

西 87

38 久松・久松 江 丹羽・高木

リラ 85

平・T 86

江・M 88

39 市川・鈴木

40 山崎・矢島 ば・西 松本・古庄

リラ・区 有馬・森

41 江守・山下 レ 亀山・平田

アド・PTC 91

42 神岡・吉田 江 大倉・大倉

ゴ・ば 89

竹 90

竹 92

43 岩崎・上山

44 木島・三田 S・サンタ 山本・小根沢

39 岩田・水越

93

46 野澤・吉野 アド・サンタ 市川・市川 ココ 94

45 丸岡・矢沢 T

重永・吉田 ナ 福田・福田

ル片山・坂本

鹿 95

48 大須賀・大須賀 西 吉田・吉田 フ 96

47


