
１．会場設営　８：４５～　

上赤さん、角田）

　９：００～９：２０

応募方法のチラシを配布

記念撮影の前に、試合方法の説明をします。

本日の試合は３チームのリーグは８ゲーム先取ノーアドで、４チームのリーグは初対戦後

勝者同士・敗者同士の対戦とします。

決勝リーグ及び決勝戦はすべて６ゲーム先取ノーアドで行います。

ウォームアップはサービス５本です。　審判はセルフジャッジで行います。

デュースになったときは、サーバーの同性がリターンをします。

試合進行はすべてオーダーオブプレイですので、本部の前のボードを確認し、若番の

チームは早めにボールを取りに来て待機しておいて下さい。

勝ったチームが、本部にボールを持って結果を報告して下さい。

試合中は、貴重品は必ずコートに持っていってください。自己責任で管理してください。

コートを離れる場合は必ず本部に報告して下さい。

ゴミは必ず各自でお持ち帰り下さい。

２．記念撮影　９：３０～

①出来るだけ参加賞のシャツを着たままで・・・・（記念撮影後そのままコートに

残ってもらう。）【貴重品は本部で預かる】

　９：４０～

４．試合開始　予定時間１０時

 受付時間　　９時　

 ０９：４０～ ボレーボレー大会

１０：００～ 試合開始

　☆参加料未納者リスト照合（徴収）　

　☆参加賞のTシャツに着替えてラケットを持って横断幕の前に集合

②ボレーボレー大会と試合方法の進行を説明をする。

③一斉に始める。時間を計る（３分・５分経過をアナウンス）１０分で終了。

０９：００～ 受付（参加賞【Tシャツ】渡す）・全員で記念撮影

                                                   タイムスケジュール

①試合コート準備　（　ネット張り　ベンチ　スコア盤）設置

②のぼり設置・横断幕設置

③大会本部準備　運営担当ははっぴを着る(南須原さん、岩崎さん、

　☆受付（参加賞渡し）　チャームの販売(テニス祭りプレゼント応募券と



山浦・貞方浜田・坂本永野・吉岡 岡・小室 勝敗 順位
山浦浩明 (田平テニスクラブ)
貞方チヅ子 (チームクレパス)
浜田実加 （佐世保クラブ）
坂本操子 （ＳＮＴＣ）
永野幸生 佐世保クラブ
吉岡洋子 フォレスト
岡　誠 親和ＴＣ
小室あき ルネサンス佐世保

宮原・田中原田・釘宮三輪・岡澤 勝敗 順位
宮原利光 シーフレンズ
田中真理子 チームクレパス
原田哲也 佐世保クラブ
釘宮久米子 佐世保クラブ
三輪啓治 親和ＴＣ
岡澤清美 田平ＴＣ

本田・福井古閑・馬場平岩・安藤 勝敗 順位
本田賀久 佐世保クラブ
福井優子 フォレスト
古閑宏行 佐世保重工
馬場史子 佐世保重工
平岩功 チームクレパス
安藤早苗 チームクレパス

神山・大坪小関・三宅細井・見井田山口・酒井 勝敗 順位
神山英雄 佐世保クラブ
大坪洋子 佐世保クラブ
小関彰博 田平ＴＣ
三宅由希子 田平ＴＣ
細川直行 チームクレパス
見井田みち子 チームクレパス
山口健治 プリンスＴＣ
酒井静香 プリンスＴＣ

勝敗 順位

勝敗 順位

大変申し訳ありませんが、Ⅴクラスは調整中の為後日掲載いたします

Ⅱクラス　★決勝リーグ　　　　（６ゲーム先取ノーアド）
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Ⅳクラス　★決勝リーグ　　　　（６ゲーム先取ノー･アド）
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【Ⅱクラス】１２１歳～１４０歳（８ゲーム先取ノー・アド）

第１5回　ＳＴＡ　ミックスダブルス大会　ドロー
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　　　　【Ⅰクラス】１４１歳以上（８ゲーム先取ノー・アド）

【Ⅴクラス】８０歳以下クラス（８ゲーム先取ノーアドバンテージ　）　
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有馬・柏木江口・田中原田・村田 勝敗 順位
有馬宣広 佐世保クラブ
柏木愛子 佐世保クラブ
江口愿二 クイーンズ
田中美登里 クイーンズ
原田　賢 フォレスト
村田恵美 総合病院

小川・川原田梅　・木佐貫内山・山口 勝敗 順位
小川正三 クイーンズ
川原田良江 クイーンズ
梅　富次郎 総合病院
木佐貫尚代 クイーンズ
内山譲司 プリンス
山口富美子 プリンス

西川・西川坂本・水谷石橋・濱野 勝敗 順位
西川一喜 海自佐世保
西川由美子 クイーンズ
坂本利光 佐世保クラブ
水谷洋子 佐世保クラブ
石橋正任 ルネサンス佐世保
濱野葉子 チームクレパス

田中・　渕 小松・小松 城　・砂川木佐貫・野中 勝敗 順位
田中　宏 波佐見ＴＣ
渕　　伸美 フォレスト
小松公仁 西海ＴＣ
小松郁子 クイーンズ
城　輝幸 チームクレパス
砂川豊子 チームクレパス
木佐貫俊一 させぼTC-Cｌａｓｓｉｃ
野中洋子 ＳＮＴＣ

大塚・永江倉富・永野松下・桐原宮木・志賀 勝敗 順位
大塚　仁 クイーンズ
永江　美保 クイーンズ
倉富　寛 佐世保クラブ
永野ちふみ 佐世保クラブ
松下晋也 チームクレパス
桐原ひとみ チームクレパス
宮本隆宏 西海ＴＣ
志賀郁子 西海ＴＣ

山口・山口瀬尾・岩崎 栗田・堀 井坂・宮木 勝敗 順位
山口　修 県庁ローンＴＣ
山口由加里 県庁ローンＴＣ
瀬尾俊郎 田平ＴＣ
岩崎結子 田平ＴＣ
栗田史博 チームクレパス
堀　志織 チームクレパス
井坂恒二郎 プリンス
宮木裕美 クイーンズ

何　・杉田 神尾・太田土橋・陣内大石・岩田 勝敗 順位
何　　青 佐世保クラブ
杉田美智子 西海ＴＣ
神尾武雄 グリーンＣ
太田和子 クイーンズ２
土橋要軌 諫早市民ＴＣ
陣内美由紀 ハーツＴＣ
大石貴夫 田平ＴＣ
岩田紀恵美 クイーンズ

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳクラスの４チームのリーグは、初回対戦後次試合は勝者同士　・　敗者同士の対戦となります。

③

【Ⅲクラス】１０１歳～１２０歳（８ゲーム先取ノー・アド）
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【Ⅳクラス】８１歳～１００歳（８ゲーム先取ノー・アド）

Ⅲクラス　★決勝トーナメント　　　　（６ゲーム先取ノー･アド）
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松本・松尾 加藤・松永 中里・前川 岡澤・久米 高見・川上 勝敗 順位

松本悠也 プリンス

松尾佳奈 田平TC

加藤友広 チームクレパス

松永　梓 SKIP

中里守孝 フリー

前川可那江 チームクレパス

岡澤一樹 チームクレパス

久米菜々美 チームクレパス

高見幸広 プリンス

川上愛未 プリンス
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6ゲーム先取ノーアドⅤ(80歳以下クラス)
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