
第25回年令別ミックステニス大会（団体戦） 仮ドロー

シニア 一般

【注意事項】

１ 　各チームの監督は８時、本部に集合していただき、組合せ抽選を行います。

　選手の変更はこのときに申請してください（２名まで）。

　・選手を変更した場合で、年令の制限をクリアするために出場する年代を変更することはできる。

　　この場合、選手の変更と年代の変更を併せて「１回の変更」とする。

　・選手に変更がない場合は、エントリー時に登録した年代で試合を行ってください。

２ 　開会式を８時２０分より行い、試合は８時３０分に開始する予定です。

３ 　試合方法は次の通りです。

　・全試合６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）で行います。

　・シニアの部は３チームのリーグ戦の後、各順位でのトーナメントで順位を決定します（３位決定戦を行う）。

　・一般の部は１グループ４チームでリーグ戦を行います。

４ 　各対戦の試合の順序は最初だけシニアは登録順で、一般は３０才代、４０才代、５０才代の順序で行い、

　その後は対戦チームで話し合って順序を変更しても結構です。

５ 　各試合終了後、試合に勝った方が本部にスコアを届けて下さい。

６ 　リーグ戦の結果による順位は次のようにして決めます。

　　①勝率の高いチーム

　　②勝率が同じ場合は、出場者の年令の合計が多い方

７ 　賞品は閉会式において授与します。

８ 　服装はテニスウエア（男子は袖あり。Ｔシャツは禁止。ウォームアップウエアの着用可。）を着用し、

　必ずテニスシューズを着用してください。

９ 　試合前の練習はサーブ４本のみとします。

１０ 　全試合セルフジャッジで行います。

１１ 　試合球はダンロップフォートとし、各コ－トごとに４球入りをシニアは２缶、一般は３缶ずつ準備します。

１２ 　大会期間中における負傷、事故については応急処置のみとします。

１３ 　庭球場（公園敷地内）では「火の使用」は厳禁です。

１４ 　各人の持ち物は自分で管理してください。大会本部は責任をもてません。

１５ 　駐車場は１０日、１１日および予備日の２５日は公園内通路を、１１日のみ三郎丸小学校第２運動場を確保
　しています。

　　ただし、三郎丸小学校第２運動場は他の団体との共用で、入口の門から見て左側を使用させてもらいます。

　入場の際は役員の指示に従ってください。

 2/10(土)

  三 萩 野

　　種　　目

  三 萩 野   三 萩 野

各自が持ち込んだ飲食物の殻は必ず持ち帰ってください。

　　　　　　　日　程  2/11(日) 2/25(日)

　　　　　　　　会　場



第25回年令別ミックステニス大会（団体戦）シニア参加チーム一覧

№ 性別

男 冨高吉之丞 矢山　喜代美 住本　良広

女 矢山　ゆかり 富松　ますみ 牛島　めぐみ

男 原　和彦 峯　一士 井村　栄記

女 小手川　陽子 早川　幸恵 神田　和代

男 安藤　正憲 岩見　一広 浅尾　　司

女 徳久  亜紀 梅本　佳代 藤木　芳子

男 原口　三男 渡邊　孝 塚本　寛

女 川口　千佐子 高橋　雅子 大坪　恭子

男 馬場　善則 田中　哲司 嶋津　哲幸

女 馬場　民子 黒木　純子 重田　景子

男 村松　悦爾 森田　正文 渡辺　和明

女 田端　芳子 森田　緑 重富　信子

男 西村　幸吉 貴戸　一郎 楢原　俊男

女 山村　麗子 村上　津留子 三浦　真理子

男 三浦　正治 松下　栄一 中島　重次

女 辻　しのぶ 稲葉　和恵 白石　利香

男 小ヶ倉　健 永谷　啓一郎 川田　一

女 向野　晴美 大谷　道子 川田　洋子

男 金田　正文 首藤　純一 井上　明人

女 金田　光子 平野　芳美 長田　圭子

男 武田　徹 四辻　勝久 山口　光廣

女 藤山　敦子 池田　久恵 吉元　里美

男 柏崎　敏美　 磯部 高博 佐伯　哲二

女 宮崎　和子 磯部　晶子 花岡　千恵子

チーム名 №１ №２ №３ 所属団体名

1 遠賀田園実るかな 月曜俱楽部

2 吹かすぜ　春一番 穴生テニスクラブ

3 小倉クラブのキング 小倉ローンテニスクラブ

4 小倉クラブのクィーン 小倉ローンテニスクラブ

5 戸畑エースクラブ 戸畑エースクラブ

6 クレーコートに乾杯 オーガストテニスクラブ

7 ＴＵＮＣーS１ ＴＵＮＣ

8 ＴＵＮＣーS２ ＴＵＮＣ

9 レトロのがらくた オン・ザ・ロード

12
キャリアは任せて！！
MOJI Qoo～LOVE

門司ローンテニスクラブ

10 ＡＮＯ　ゴールド 穴生テニスクラブ

11
シニアを待ってた！！
MOJI Qoo～LOVE

門司ローンテニスクラブ



第25回年令別ミックステニス大会　シニア一次リーグ戦組合せ

チ　ー　ム　名 Ａ１ Ａ２ Ａ３ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ 勝敗 順位

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ｂ２

Ｃ１

Ｂ１

Ｂ３

Ｃ２

Ｃ３

Ｄ１

Ｄ３

Ｄ２



第25回年令別ミックステニス大会　シニア順位決定トーナメント組合せ

１位トーナメント

３位決定戦

２位トーナメント

３位決定戦

３位トーナメント

３位決定戦

４位トーナメント

３位決定戦



オーダーオブプレー表　２月１０日三萩野

ラウンド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

１Ｒ Ａ１-Ａ２ Ａ１-Ａ２ Ａ１-Ａ２ B１-B２ B１-B２ B１-B２ C１-C２ C１-C２ C１-C２ D１-D２ D１-D２ D１-D２

２Ｒ A１-Ａ3 A１-Ａ3 A１-Ａ3 B１-B3 B１-B3 B１-B3 C１-C3 C１-C3 C１-C3 D１-D3 D１-D3 D１-D3

３Ｒ Ａ２-Ａ3 Ａ２-Ａ3 Ａ２-Ａ3 B２-B3 B２-B3 B２-B3 C２-C3 C２-C3 C２-C3 D２-D3 D２-D3 D２-D3

４Ｒ

５Ｒ

６Ｒ

１位トーナメント２位トーナメント３位トーナメント ４位トーナメント



第25回年令別ミックステニス大会（団体戦）一般参加チーム一覧（１）

№ 性別

男 山邊　剛 宮崎　輝彦 福田　正一

女 上田　智美 西　由生子 野畑　恵子

男 笹原　秀臣 森田　聡 新谷　一昭

女 金森　博美 長　英美 仲田　朱美

男 柳　司郎 佐藤　真一 白江　好古

女 田添　陽子 佐藤　敦子 松本　淳子

男 福岡　洋一 前原　弘樹 原　和彦

女 芳賀　陽子 山下　めぐみ 谷川　伊砂子

男 伊藤　星児 高原　秀樹 小川　哲生

女 白石　淑美 平山　明美 岡田　富美子

男 十時　民雄 今井　正 平井　崇

女 松山　絹恵 道中　ゆかり 吉田　扶美代

男 依田　充史 本浦　滝朗 木田　淳一

女 小野　朱美 中山　敏子 木田嘉子

男 守田  正治 戸屋　誠 松尾　正義

女 田中　麻里 守田　登美子 阿部　純子

男 西野　薫 濱野　芳史 木村　太

女 伊藤　千春 高橋　美子 木村　京子

男 阿部　友明 河野　誠司 山本　圭一

女 飯田　英子 阿部　真紀 神田　美幸

男 中村　正 山田　昌平 今尾　憲生

女 加来　千代子 谷　菜穂美 原田　真奈美

男 三浦　良二 瀧川　英二 松本　純二

女 松本　雅代 渡辺　裕子 浅野　泰子

男 内田　茂臣 松尾　勝浩 大久保　隆

女 板東　すずこ 輪竹　多恵子 金子　トミエ

男 横手　宏太 中西　洋 折元　秀敏

女 久寿米木るみ子 橋本　由紀子 中山　真由美

男 固谷　和明 武田　和能 山路　大二郎

女 南　　陽子 宮島　みゆき 本田　久実

男 角田　誠一 島本　麿 渡邉　洋一

女 角田　広香 山路　二夕子 渡邉　純子

男 上床　昌幸 橋本　道雄 片岡　博史

女 吉岡　かをる 竹ノ脇　直美 角田　久美恵

男 福積　康弘 秋葉　裕美 北村　慎一郎

女 尾前　美香 池田　美奈子 前川美奈子

男 長岡　伸一 黒田　利明 渋谷　拓郎

女 小山　美江 横溝　由紀子 安部　敬子

男 亀川　浩二 見潮　浩一 海蔵寺　善徳

女 藤田　文子 坂田　真奈美 大槻　良子

男 尾田　幸生 銭花　弘明 大野　廣

女 池園　玲子 中島　美津子 近藤　茂代

ともに白髪の
はえるまで　Ⅺ

ＴＵＮＣ２

テニスＤＩＶＯ

オーガストテニスクラブ

チーム・スノードロップ

テニス陣原

芦屋テニスクラブ

北九州ウエストサイド
テニスクラブ

北九州ウエストサイド
テニスクラブ

ＫＴＳ

ＴＵＮＣ

ＴＵＮＣ１

穴生テニスクラブ19

芦屋シックス

16

ＡＮＯ　ブラック

ウエスト・ワン

ＴＵＮＣ

スマイル・エース

11

15

テニスＤＩＶＯ

ＬＯＶＥ　ＴＥＮＮＩＳ

戸畑テニスクラブ

安川電機　八幡

穴生テニスクラブ

４０才以上 ５０才以上

夫婦の鏡

パワーズ

精進いたします

グリーンヒルズ
インドアテニススクール

所属団体名

パワーズ

おたんこ　ナース

哲生の部屋

３０才以上

フライデーズ

チーム名

20

7

テニスは文化だ

ＴＵＮＣ３

1

5

12

4

「カレー屋ＭＩＣＨＩＮＡＫＡ」

ＡＮＯ　ブルー

ＴＵＮＣ

18

2

17

3

6

13

21

10

8

ウエスト・ニャン14

チーム・スノードロップ

美男美女

9

いないだよね　30代がさ

芦屋テニスクラブ

豊々クラブ



第25回年令別ミックステニス大会（団体戦）一般参加チーム一覧（２）
男 鬼塚　健 那須野　美道 松本　雅裕

女 佐藤　幸子 那須野　真紀子 阿部　良子

男 松本　圭右 福田　博 小柳　正幸

女 山本　優子 福田　直子 小柳　玲子

男 平田　章 高浦　健伸 小田　浩司

女 坂口　智子 高浦　愛 岡山　幸恵

男 松平　洋次郎 藤山　吉徳 田爪　健治

女 長野　麻美 山本　律 田爪　洋子

男 池田　宏 真如　慶一 中原　淳

女 松下　太津子 真如　由香 中原　友子

男 大平　亮 福岡　悟 小田原　正洋

女 佐々木　恵美 濱村　恭子 上田　貴代実

男 熊谷　詳太郎 久野　達典 蔵本　明

女 山崎　睦美 春藤　恵子 大坪　弘子

男 川崎　彰男 藤岡　祐久 奥村　真

女 田中　京子 高橋　陽湖 松見　トシ子

男 吉永　郷史 竹森　恒雄 有吉　誠二

女 吉永　明里 仲間　さゆり 阪下　保子

男 森下　敬介 米丸　寿幸 大西　秀樹

女 立石　このみ 金子　良江 大西　恵美子

男 棚橋　直之 築地　雅昭 西野入　敏男

女 森下　あかり 岡本　悦子 西野入　明子

北九州ウエストサイド
テニスクラブ

ＢＫＴファミリー　Ⅰ Ｂ・Ｋ・Ｔ

ＴＥＡＭ　ｅａｓｔ

三萩野クラブ

32

いけいけ　どんどん❕

29

28

Ｂ・Ｋ・Ｔ

門司ローンテニスクラブ

門司ローンテニスクラブ

若いつもりで
MOJI Qoo～LOVE

若さ一番！！
MOJI Qoo～LOVE

25

24

31

26

サンキュー　くらら♡

22

三萩野クラブ

ＢＫＴファミリー　Ⅱ

27

30

23

空前絶後のＦＴＣ ＦＴＣ

隊長がんばって❕ 三萩野クラブ

新婚さん　いらっしゃい 三萩野クラブ

けいすけ　９９％ ＦＴＣ



第25回年令別ミックステニス大会　一般組合せ（１）

チ　ー　ム　名 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ 勝敗 順位

第25回年令別ミックステニス大会　一般組合せ（２）

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ｂ２

Ｂ１

Ｂ３

Ｂ４

Ｃ１

Ｃ３

Ｃ２

Ｃ４

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４



チ　ー　ム　名 Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ 勝敗 順位

チ　ー　ム　名 H１ H２ H３ H４ 勝敗 順位

Ｆ２

Ｆ３

Ｅ１

Ｆ４

Ｅ２

Ｅ４

Ｆ１

Ｇ２

Ｇ１

Ｇ３

Ｇ４

Ｅ３

H１

H２

H３

H４



オーダーオブプレー表　２月１１日三萩野

ラウンド 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

１Ｒ Ａ１-Ａ２ Ａ３-Ａ４ Ｂ１-Ｂ２ C１-C２ C３-C４ D１-D２ E１-E２ E３-E４ F１-F２ G１-G２ G３-G４ H１-H２

２Ｒ Ａ１-Ａ３ Ａ２-Ａ４ Ｂ３-Ｂ４ C１-C３ C２-C４ D３-D４ E１-E３ E２-E４ F３-F４ G１-G３ G２-G４ H３-H４

３Ｒ Ａ１-Ａ４ Ｂ２-Ｂ４ Ｂ１-Ｂ３ C１-C４ D２-D４ D１-D３ E１-E４ F２-F４ F１-F３ G１-G４ H２-H４ H１-H３

４Ｒ Ａ２－Ａ３ Ｂ２－Ｂ３ Ｂ１-Ｂ４ C２－C３ D２－D３ D１-D４ E２－E３ F２－F３ F１-F４ G２－G３ H２－H３ H１-H４

５Ｒ

６Ｒ


