
選手の皆様には、添付しています「選手の皆様へ」のお願いを
確認・遵守のうえ参加されるようお願い致します。
また観戦される方も自宅にて体調、体温を確認の上でのご来場を
お願いいたします。

期日 令和 4年 5 月 7 日（土）

8 日（日） （ 予備日 ）

会場

主　　催

後　　援

パルトネール

入間市テニス協会ではLINE公式アカウントを開設しました。大会情報等
について配信予定です。情報を受け取りたい場合は左側のＱＲコードを
スキャンして友達追加をお願いいたします。

令　和　4　年　度

入　間　市　テ　ニ　ス　大　会

入間市スポーツ協会

シニア盛人健康大会（第14回）

運動公園テニスコート

入間市テニス協会

入間市



会　　長 横田淳一

レフェリー 協会担当役員

運営委員長

運営団体 常務理事

協会担当役員 土田正美 連絡先電話　04-2958-0194
飯岡　健

１、 日　程　　 5月　7 (土)　  予備日　8 日(日)
２、 会　場　　　　 入間市運動公園テニスコート
３、 集合時間　　　　 クラス１の全員 　9：00　集合

クラス２の全員 　8：30　集合

１．試合方法
・リーグ戦及トーナメント戦とも６ゲーム先取とします。デュースは通常通り。
　　（募集要綱にはセミアドバンテージとありましたが、通常通りに変更）
・男女及び女女ペアのハンディはなしとします。

２．審判はセルフジャッジとします。
３．試合前のウォームアップはサービス（左右２本ずつ計４本）のみとします。
４．日程が消化出来ない場合はノーアドバンテージ方式に変更する場合があります。
５．集合は上記の集合時間の通りです。

・集合時間までに受付を済ませてください。
・参加費は当日、お持ちください。
・試合開始のコールがあったとき、いないと棄権とします。
・コートを離れることは原則として禁止しますが受付後やむなくコートを
　離れる場合は受付に届けてください。

６．試合が雨で中止になった場合は延期となります。
　　小雨などで試合の有無が分からない場合は会場に掲示します。
　　（体育館には問合せしないでください、問合せしても判りません。）
７．ドロー表作成後において

・直前に欠員などがあった場合はドロー表の変更および
　ペアの変更などがありえますので承知ください。
・雨で順延となった場合も同様とします。

８．リーグ戦の順位の決め方
　　３組ブロックの場合

　①　勝ち数の多い組
　②　３組の勝敗が同数の場合は、トータルゲーム数の得失点差の多いチームが勝利組
　③　上記で決まらない場合は抽選とします。

　　４組ブロックの場合
①　勝ち数の多い組
②　２組の勝数が同数の場合は直接対戦での勝組
③　勝敗が同数の場合は、トータルゲーム数の得失点差の多いチームが勝利組
④　上記で決まらない場合は抽選とします。

９．表彰
　　クラス１　1位トーナメントの優勝、準優勝、2位、3位トーナメントの優勝者に賞品を授与します。
　　クラス２　1位トーナメントのベスト４、2位、3位トーナメントの優勝者に賞品を授与します。

★　入間市テニス協会ＨＰには雨天中止の場合、1時間前に掲示いたします（7時半頃）
　　　また、入間市テニス協会LINE公式アカウントでも発信します。
　　　試合結果は７日後に掲載いたします、ご利用ください。

大　　会　　役　　員

協会担当役員

大　会　規　則　と　注　意　事　項

 日    程



ﾌﾞﾛｯｸ A

体温 NO 名   前 団体名 登録NO 1 2 3 4 勝　敗 順位

濱野建司 ドルフィン 2453

小ノ澤克彦 ワイズ 362

久保田 誠 西武テニス 1464

三枝 宏 西武テニス 1472

上村雅康 アプリ 432

村田義彦 アプリ 420

加藤清英 一般

林　哲 一般

ﾌﾞﾛｯｸ B

体温 NO 名   前 団体名 登録NO 1 2 3 勝　敗 順位

中山秀樹 アプリ 457

大美賀　靖 アプリ 446

穂満繁樹 西武テニス 2779

今泉輝久 西武テニス 1493

吉田正次　 エレガンス 504

清水邦昭 ドルフィン 1205

ﾌﾞﾛｯｸ C

体温 NO 名   前 団体名 登録NO 1 2 3 勝　敗 順位

佐藤幸子 アプリ 5509

園部誠 アプリ 503

斎藤登喜江 一般

中野春巳 一般

金子富美子 西武テニス 6489

大野国光 西武テニス 433

ﾌﾞﾛｯｸ D

体温 NO 名   前 団体名 登録NO 1 2 3 勝　敗 順位

小原喜代美 GG 6383

志戸摩知詠子 GG 5549

佐相洋子 西武テニス 6471

佐相善正 西武テニス 1482

古谷みどり サンローズ 937

古谷正明 サンローズ 1942
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ﾌﾞﾛｯｸ A

体温 NO 名   前 団体名 登録NO 1 2 3 4 勝　敗 順位

小島　勝 西武テニス 1426

横尾成信 西武テニス 1405

森林徹郎 入間ウイング

山本政人 入間ウイング

加藤眞司 西武テニス 1432

稲葉清貴 西武テニス 1101

村井秀雄 一般

石田芳男 一般

ﾌﾞﾛｯｸ B

体温 NO 名   前 団体名 登録NO

大石健一 グリーングラス 615

楠元茂俊 アプリ 426

杉原　守 エレガンス 514

猪瀬　薫 ドルフィン 1010

石塚幹人 西武テニス 2781

峯﨑博 西武テニス 2171

ﾌﾞﾛｯｸ C

体温 NO 名   前 団体名 登録NO

玉城博江 サンローズ 5808

橋本貴紀 サンローズ 907

佐藤千恵子 ドルフィン 5305

佐藤敏一 ドルフィン 1215

甲斐すみ子 西武テニス 1434

林　伸二 西武テニス 1453

ﾌﾞﾛｯｸ D

体温 NO 名   前 団体名 登録NO

長吉厚子    アプリ 8074

若松みつ恵     アプリ 8022

岩間とみ枝 西武テニス 6405

樫本鈴子 西武テニス 6403

渡辺千津子 サンローズ 966

飯岡 健 サンローズ 960
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ﾌﾞﾛｯｸ E

体温 NO 名   前 団体名 登録NO

田中恵子 ラポーム 6132

原　幸男 ラポーム 8139

内田とよ子 ドルフィン 6382

宮崎とみえ ドルフィン 1339

波戸幸枝 サンローズ 968

黒田健治 サンローズ 977

ﾌﾞﾛｯｸ F

体温 NO 名   前 団体名 登録NO

伊勢根　実 Y’ｓ 306

木元　悟 Y’ｓ 361

白石　完 西武テニス 6417

河村清孝 西武テニス 1459

松本 勲 入間ウイング

重友良裕 入間ウイング
3
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class-1

１位グループ

優勝

Ａ-2位

Ａ－１位

Ｂｙｅ

Ｃ-１位

Ｄ-１位

Ｂｙｅ

Ｂｙｅ

B－１位



２位グループ

3位グループ

Ｄ-２位

C-２位

Ａ-3位

B－２位

B-３位

Ａ-４位

Ｄ-３位

Ｃ-３位



class-2

１位グループ

優勝

Ａ－１位

Ｂｙｅ

Ｅ－１位

Ｄ-１位

Ｃ-１位

F－１位

Ａ－2位

B－１位



2位グループ

Ｄ-２位

Ａ-3位

Ｂｙｅ

Ｅ－２位

Ｃ-２位

F-2位

Ｂｙｅ

B－2位



３位グループ

B－３位

Ａ-4位

Ｂｙｅ

Ｅ－３位

Ｄ-３位

Ｃ-３位

F-3位

Ｂｙｅ



　今大会に参加される皆様は、新型コロナウイルス感染予防対策として、下記の点に留意

された上で会場に来られるようご協力をお願いいたします。

①自宅を出る前には必ず検温して体調を確認して下さい。

　その際に下記に該当する方が含まれる場合、参加の中止をお願いします。

　（症状や接触は、過去2週間に該当がないかを確認して下さい。）

　・発熱、せき、のどの痛みなどの症状が出ている方。

　・だるさ、息苦しさ、体が重く感じる、臭覚や味覚異常等の症状が出ている方。

　・同居家族や身近な知人に、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方がいる方。

　・感染拡大している地域や海外へ訪問した方、または、その人と接触している方。

②大会会場への入場の際は協会役員が体調確認をさせていただきます。

　本大会は通常通り有観客試合としますが、新型コロナウイルスの感染予防対策は引き続き

　行っていただきます。選手やご家族や応援の皆さまのご理解をお願いいたします。

③受付・開会式等では選手同士の間隔を１ⅿ以上空けて並んで下さい。

　昼食時など対面や密にならないよう注意してください。

④会場内では必ず「マスク等を着用」し、試合中のマスク着用も可とします。

⑤コートサイドで待機する時は、間隔を空けるようにして下さい。

　試合中のハイタッチ等接触はお控え下さい。

　試合終了後は、握手無しの「挨拶のみ」として下さい。

　当日の試合が終了した方は、速やかに退場して下さい。

⑥試合の前後に関わらず、アルコール消毒または石鹸による手洗いを励行して下さい。

　以上の対応をしっかりと実施することを前提に、大会を開催する予定ですが、今後、

　状況が大きく変動した場合には、その段階で改めて開催の可否を検討する可能性

　があることをご承知おき下さい。

以上

　試合参加後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発病した場合については、

　医療機関を受診するとともに、濃厚接触者の有無について施設管理者に速やかに

　報告を行ってください。

スポーツ推進課：０４－２９６４－１１１１（内線４２１３）

入間市テニス大会シニア盛人健康大会戦に参加される
「　選 手 及 び 応 援 者 の 皆 様 へ」

2022年5月7日

入間市テニス協会


