
集合時間 初級クラス A組・B組・C組・D組・E組

AM ７：４０　集合　　AM8:00　試合開始

初級クラス F組・G組・H組・I組

AM 9：3０　集合

上級クラス A組・B組・C組・D組

AM 11：00　集合

上級クラス E組・F組・G組

AM 12：30　集合

試合方法 ・ 6ゲーム先取　ノーアドバンテージ
・ 試合にはハンデが付きます、

男子Dｖｓ女子D　MIXDｖｓ女子D　男子DｖｓMIXD　各ゲーム15ハンデ
男性のサーブで女性がレシーブの場合1サーブ

・ デュース時、女性のサーブに限り相手チームに女性がいる場合
男性がレシーブをチョイスできない。

予選の順位 ・ 勝ち数の多い方
決勝リーグ進出方法 ・ 直接対決で勝利した方

・ 得ゲーム数の多い方
・ 失ゲーム数の少ない方
・ ここまでで順位がつかない場合は抽選

令和2年12月10日
岸和田市テニス連盟

第7回岸和田市100歳ダブルステニス大会

　大変遅くなりましたがなりましたが、100歳ダブルステニス大会の集合
時間をお知らせします。
　集合時間は以下の通りです、連盟としてはできるかぎり待ち時間を少
なくするように努力しますが、当日は予選リーグと決勝トーナメントを行う
ため、かなりの待ち時間が予想されます。よってそれらを御承知おきのう
え参加ください。また予選リーグ終了より決勝リーグまでは相当の待ち時
間があることも重ねて御承知おき下さい。
　今大会はコート開放と同時に試合開始としますので、試合までの練習
コートはありません。



【 主 催 】 岸和田市テニス連盟

【 後 援 】 ＮＰＯ法人岸和田スポーツ協会

【 日 程 】 令和2年12月20日（日） 予備日　令和3年1月17日（日）

【 種 目 】 ペアの合計年齢が100歳以上の（男子、女子、MIX）ダブルス
・年齢は令和2年12月31日現在
・年齢の計算は女性は10歳加算してください
・男子ダブルスは両名が50歳以上であること
・壮年大会にはテニスコーチは参加できません

【 ク ラ ス ・ 募 集 】 上級クラス 24組 ：岸和田市あるいは他市他町での登録がA級あるいはB級のペア
初級クラス 24組 ：岸和田市あるいは他市他町での登録がC級あるいは初心者級のペア
(最低開催組数　４組)

【 会 場 】 岸和田市まなび中央公園テニスコート（砂入り人工芝コート5面）

【 参 加 資 格 】 岸和田市テニス連盟に登録している選手

【 試 合 方 法 】 参加組数によりトーナメント、リーグ戦など

6ゲーム先取　ノーアドバンテージ

試合にはハンデが付きます、
男子Dｖｓ女子D　MIXDｖｓ女子D　男子DｖｓMIXD　各ゲーム15ハンデ
男性のサーブで女性がレシーブの場合1サーブ

【 試 合 球 】 DUNLOP　St.ジェームス

【 参 加 費 】 1ペア　　3.000円
参加費は大会当日、会場にてお支払いください。

【 表 彰 】 優勝　・　準優勝　・　3位

【 申 込 方 法 】 参加申し込み書に記入の上、エントリーフォームより申し込みください。
※市民大会の追加申込中の為、エントリーは10月20日に開始します。

【 申 込 締 切 】 令和2年１１月20日（金）　※但し、規定数に達していない場合は申込延長する場合があります。
11月21日(土)　岸和田市テニス連盟HPにてエントリーリスト発表
11月23日(月・祝)　ドロー会議　　　11月25日(水）HPにドローを発表

【 問 合 わ せ 先 】 岸和田市テニス連盟

岸和田市テニス連盟

第7回岸和田市100歳ダブルステニス大会

開　催　要　項

080-8514-6336

令和2年11月10日



岸和田市テニス連盟　100歳ダブルス　上級

土屋 幸雄 ホリゾン 荒川 芳弘 Tennis do 奥野 信雄 TenniaDo 鬼頭 ひろ志 ＡＴＫ
中田 美也子 ホリゾン 今井 淳 全星薬品工業テニス部 中原 芳法 TenniaDo 門林 美佐子 ＡＴＫ

土屋 幸雄 ホリゾン
中田 美也子 ホリゾン
荒川 芳弘 Tennis do
今井 淳 全星薬品工業テニス部

奥野 信雄 TenniaDo
中原 芳法 TenniaDo

鬼頭 ひろ志 ＡＴＫ
門林 美佐子 ＡＴＫ

土谷 亜都子 team PALLET 田中 和也 IF 浜上 彩子 STEP　UP 西津 嘉子 team PALLET

川北 将 team PALLET 田中 加津美 IF 小山 幸代 STEP　UP 八塚 憲一 team PALLET

土谷 亜都子team PALLET

川北 将 team PALLET

田中 和也 IF
田中 加津美 IF
浜上 彩子 STEP　UP
小山 幸代 STEP　UP
西津 嘉子 team PALLET

八塚 憲一 team PALLET

松田 一 STEP　UP 岡田  みゆき IF 角谷 当弘 Ｔ.Ｔ.Ｔ
小山 三智浩 STEP　UP 中山 麻紀 エーキューブ 大窄 文美子 Ｔ.Ｔ.Ｔ

松田 一 STEP　UP
小山 三智浩STEP　UP
岡田  みゆき IF
中山 麻紀 エーキューブ

角谷 当弘 Ｔ.Ｔ.Ｔ
大窄 文美子 Ｔ.Ｔ.Ｔ

B組

C組

④

①

②

③

④

8

12

9

11

勝敗 順位

1 ①

A組

2 ②

③

4

3

④

5

7

6

①

②

③

10

勝敗 順位

勝敗 順位

11:00 集合

11:00 集合

11:00 集合



津末 敏明 粋粋テニスクラブ 栗木 周史 ホリゾン 吉木 永雄 Ｔ.Ｔ.Ｔ 工藤 洋一 ＡＴＫ
大原 紅葉 粋粋テニスクラブ 曽川 辰也 フリー 柳川 豊和 Ｔ.Ｔ.Ｔ 目﨑 丈統 ＡＴＫ

津末 敏明 粋粋テニスクラブ

大原 紅葉 粋粋テニスクラブ

栗木 周史 ホリゾン
曽川 辰也 フリー
吉木 永雄 Ｔ.Ｔ.Ｔ
柳川 豊和 Ｔ.Ｔ.Ｔ
工藤 洋一 ＡＴＫ
目﨑 丈統 ＡＴＫ

松井 由香 ダブルべ－グル 喜多 ひとみ フリー 田中 華絵 フリー 小川 直美 ダブルべ－グル

扇本 健彦 ダブルべ－グル 河関 理子 フリー 田中 春樹 フリー 奥野 彰子 ダブルべ－グル

松井 由香 ダブルべ－グル

扇本 健彦 ダブルべ－グル

喜多 ひとみ フリー
河関 理子 フリー
田中 華絵 フリー
田中 春樹 フリー
小川 直美 ダブルべ－グル

奥野 彰子 ダブルべ－グル

片野 香織 team PALLET 坂井 英修 フリー 山本 祐次 TenniaDo 佐竹 美樹 ＡＴＫ
出原 昭二 team PALLET 廣田 美枝 フリー 高地 満 IF 宮本 沙弥香 ＡＴＫ

片野 香織 team PALLET

出原 昭二 team PALLET

坂井 英修 フリー
廣田 美枝 フリー
山本 祐次 TenniaDo
高地 満 IF

佐竹 美樹 ＡＴＫ
宮本 沙弥香 ＡＴＫ

D組

E組

F組

②

③

④

①

②

③

④

①

②

13

14

15

16

17

18

19

勝敗 順位

③

④

勝敗 順位

勝敗 順位

①

20

21

22

23

24

11:00 集合

12:30 集合

12:30 集合



亀井 博和 IF 金森 勝次 ＡＴＫ 多田 茂一 ＡＴＫ 武島 誠 ＴＩＰＳ
中谷 有紀 エーキューブ 西川 美穂 ＡＴＫ 目﨑 由貴 ＡＴＫ 山下 朱由子 ＴＩＰＳ

亀井 博和 IF
中谷 有紀 エーキューブ

金森 勝次 ＡＴＫ
西川 美穂 ＡＴＫ
多田 茂一 ＡＴＫ
目﨑 由貴 ＡＴＫ
武島 誠 ＴＩＰＳ

山下 朱由子 ＴＩＰＳ

G組

26

27

28

勝敗 順位

①25

③

④

②

12:30 集合



決勝トーナメント

A組 1位 D組 1位

A組 2位

B組 2位 C組 2位

E組 1位 G組 1位

D組 2位 F組 1位

G組 2位 E組 2位

F組 2位

C組 1位 B組 1位

bye

bye



岸和田市テニス連盟　100歳ダブルス　初級

西村 勝之 STEP UP 前田 一充 在住 三島 隆一郎 在勤 大谷 年子 IF

松尾 裕二 STEP UP 前田 恵利子 在住 田辺 順子 在住 関本 敏恵 IF

西村 勝之 STEP UP

松尾 裕二 STEP UP

前田 一充 在住

前田 恵利子 在住

三島 隆一郎 在勤

田辺 順子 在住

大谷 年子 IF

関本 敏恵 IF

金森 智恵 STEP　UP 細川 みつ子 ホリゾン 上田 明 Ｔｉｐｓ 森井 昭寿 在住

樋上 やよい STEP　UP 栁 素美 ホリゾン 平木 利一 Ｔｉｐｓ 森井 絵里 在住

金森 智恵 STEP　UP

樋上 やよい STEP　UP

細川 みつ子 ホリゾン

栁 素美 ホリゾン

上田 明 Ｔｉｐｓ

平木 利一 Ｔｉｐｓ

森井 昭寿 在住

森井 絵里 在住

今川 忠彦 ATK 平井 陽子 A・CUBE 堀川 康裕 粋粋テニスクラブ 出島 邦久 Team Laurel

山野 登史子 Team Laurel 岡村 規子 A・CUBE 宮崎 美砂 粋粋テニスクラブ 飴村 郁子 Team Laurel

今川 忠彦 ATK

山野 登史子 Team Laurel

平井 陽子 A・CUBE

岡村 規子 A・CUBE

堀川 康裕 粋粋テニスクラブ

宮崎 美砂 粋粋テニスクラブ

出島 邦久 Team Laurel

飴村 郁子 Team Laurel

勝敗 順位

1 ①

A組

2 ②

③

4

3

④

勝敗 順位

5 ①

B組

6 ②

③

8

7

④

勝敗 順位

9 ①

C組

10 ②

③

12

11

④

7:40 集合 8:00 試合開始

7:40 集合 8:00 試合開始

7:40 集合 8:00 試合開始



辰村 利幸 ＡＴＫ 小川 琢也 粋粋テニスクラブ 宮本 初二 Team Laurel 山田 朋子 A・CUBE

辰村 光世 在勤 久保 浩 粋粋テニスクラブ 三原 秀代 Team Laurel 神谷 いづみ A・CUBE

辰村 利幸 ＡＴＫ

辰村 光世 在勤

小川 琢也 粋粋テニスクラブ

久保 浩 粋粋テニスクラブ

宮本 初二 Team Laurel

三原 秀代 Team Laurel

山田 朋子 A・CUBE

神谷 いづみ A・CUBE

関矢 敏弘 ホリゾン 仲北 幸照 IF 小林 篤史 ＡＴＫ 岡野 浩 FC岸和田

広瀬 規差子 ホリゾン 黒川 桂二 在住 伊丹 優子 ＡＴＫ 岡野 百合子 FC岸和田

関矢 敏弘 ホリゾン

広瀬 規差子 ホリゾン

仲北 幸照 IF

黒川 桂二 在住

小林 篤史 ＡＴＫ

伊丹 優子 ＡＴＫ

岡野 浩 FC岸和田

岡野 百合子 FC岸和田

山本 照次 TenniaDo 小野 信男 Ｔｉｐｓ 澤 浩義 Team Laurel 三宅 正治 Team Laurel

山本 弘美 TenniaDo 桶谷 建二 Ｔｉｐｓ 出島 彩加 Team Laurel 阪東 真知子 A･CUBE

山本 照次 TenniaDo

山本 弘美 TenniaDo

小野 信男 Ｔｉｐｓ

桶谷 建二 Ｔｉｐｓ

澤 浩義 Team Laurel

出島 彩加 Team Laurel

三宅 正治 Team Laurel

阪東 真知子 A･CUBE

勝敗 順位

13 ①

D組

14 ②

③

16

15

④

勝敗 順位

17 ①

E組

18 ②

③

20

19

④

勝敗 順位

21 ①

F組

22 ②

③

24

23

④

9:30 集合

7:40 集合 8:00 試合開始

7:40 集合 8:00 試合開始



古森 七郎 A・CUBE 藤木 桂子 Ｃ-ＳＱＵＡＲＥ 松永 博美 ホリゾン 樋口 勝二 STEP UP

村松 比呂子 A・CUBE 熊谷 由美 Ｃ-ＳＱＵＡＲＥ 木村 洋子 ホリゾン 樋口 千香 ダブルベーグル

古森 七郎 A・CUBE

村松 比呂子 A・CUBE

藤木 桂子 Ｃ-ＳＱＵＡＲＥ

熊谷 由美 Ｃ-ＳＱＵＡＲＥ

松永 博美 ホリゾン

木村 洋子 ホリゾン

樋口 勝二 STEP UP

樋口 千香 ダブルベーグル

井阪 久廼 在住 石田 正彦 粋粋テニスクラブ 中井 一見 ＡＴＫ 尾崎 英樹 STEP UP

山下 貴 if 清水 砂貴 粋粋テニスクラブ 藤本 奈緒 ＡＴＫ 留岡 敦 STEP UP

井阪 久廼 在住

山下 貴 if

石田 正彦 粋粋テニスクラブ

清水 砂貴 粋粋テニスクラブ

中井 一見 ＡＴＫ

藤本 奈緒 ＡＴＫ

尾崎 英樹 STEP UP

留岡 敦 STEP UP

山本 英文 Team Laurel 渋田 誠 粋粋テニスクラブ 西田 時雄 淡水パール

金津 京子 A･CUBE 角谷 真知子 粋粋テニスクラブ 西田 美代子 淡水パール

山本 英文 Team Laurel

金津 京子 A･CUBE

渋田 誠 粋粋テニスクラブ

角谷 真知子 粋粋テニスクラブ

西田 時雄 淡水パール

西田 美代子 淡水パール

34

35

②

③

勝敗 順位

33 ①

I組

勝敗 順位

25 ①

G組

26 ②

③

28

27

④

勝敗 順位

29 ①

H組

30 ②

③

32

31

④

9:30 集合

9:30 集合

9:30 集合



決勝トーナメント

A組 1位 D組 1位

F組 2位 H組 2位

I組 1位

B組 2位 C組 2位

E組 1位 G組 1位

H組 1位 F組 1位

G組 2位 E組 2位

D組 2位 A組 2位

I組 2位

C組 1位 B組 1位


