
１.開催日時と場所

場所　リバーサイドスポーツセンター　テニスコート（5面使用）
＊11月25日が雨天などで中止の場合は12月2日に、12月2日が中止の場合は12月23日に、
　　それぞれ順延になります。
＊試合決行・中止の判断はコートで行いますので、各自コートに来て確認してください。
　　中止決定後はコート入口に掲示します。

2.試合日程と試合方法
第1日目 一般の部　予選（8ブロックに分けて行い、各ブロック勝者が決勝に進みます）

ベテランの部　100才（男子50才以上、女子45才以上で年齢の合計が100才以上）
第2日目 ベテランの部　110才（男子60才以上、女子50才以上）

一般の部　決勝（8ペアシードで行います）

＊全試合、6ゲーム先取（5-5タイブレーク）で行います。
＊試合前の練習はサービスを各サイド2本ずつのみです。
＊審判はセルフジャッジです。

3.エントリー締切時間

締切時間

一般予選 ベテラン100才 ベテラン110才 一般決勝

9:00 全員 全員

10:30 A,B,C 1～8

11:30 9～16

12:00 D,E,F

13:30 G,H

4.その他
・ 予選ブロックの勝ち上がり選手は、決勝トーナメント（2日目）のドロー位置決定の抽選を行います。

なお、この場合に決勝戦一回戦でクラブ内同士の対戦もありえますが再抽選は行いません。
・ 予選各ブロックの最終試合で負けた8ペアは、ラッキールーザーの権利があります。

ラッキールーザー参加を希望するペアは、決勝戦当日9：30までに集合してエントリーをしてください。
該当希望者の中で抽選して順位を決め、決勝戦で欠場者が出た場合にはその上位から資格を得ます。

・ 出場選手および待機の選手以外はコート内に入れません。観戦は観覧席などから行ってください。

5.担当クラブと当番日程
担当クラブ　　東叡、ルコールアⅡ、雷門、ドミノ

1１月25日（第1日目） 12月2日（第2日目）

 8:40 - 12：30 ルコールアⅡ 雷門

12:10 - 19:00 東叡 ドミノ

6.運営
大会委員長　藤井良純　　副委員長　田中好雄　　競技委員長　細谷泰弘
担当常任理事　　石鍋速男、　金子みつ江、　板倉稔、　磯田公成、　秋場愛彦

11月25日(第1日目） 12月2日（第2日目）

　＊試合が流れた時は当番日もスライドして順送りされます。

第36回ミックスダブルス大会
開　催　要　項

主催：台東区テニス協会
協賛：ウィンザーラケットショップ

平成30年11月25日（日）、12月2日（日）、予備日　12月23日（日）
時間　午前9時から午後7時
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葉山　征希 須崎　真紀 （ドミノ）29

25 野口　雅也 坂上　扶貴子 (柳北)

21 橋本　秀幸 大木　和美 （浅　草）  
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横尾  匠

清水　剛

轟  千明

清水　智子

（コミュニケーション）

33 中江　太 舟幡　綾子 （オールウェザー）

34 羽山　拓也 羽山　千恵子 (柳北)

A
3 恒吉　徹 栗原　法子 （東　叡）

1 吉田　裕介 本田　祐子 （浅　草）

2 青山　裕亮 船井　夏菜子 （シモジマ）

6 鵜沢　秀行 赤嶺　秀美 （リバーサイド）

5 小柳　遊多 河端　麻子 （かなすぎ） （ドナルド）

4 小堺　圭一 深井　光子 （ア　ド）

B

C
藤井　和行 清田　明子 （ドミノ）

坂巻　亮 山﨑　陽子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

7 北野　順嗣 村田　敦子 （サンジョリティー）

西山　徳彦 西山　悦子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

江本　麻友美 （ドナルド）

内田　勝 馬上　須美子 (TTC)

北野　貴将 丸山　理恵 （サンジョリティー）

上田　将貴 峯村　有佳子　 （アスコット） （言　問）

D

田尻　賢 加藤　秀子 (柳北)

E
斉藤　光一 金端　伸江 （ＴＴＣ） （ポップコーン）

松本　秀樹 須田　英子 （ドミノ）

久松  隆哉 久松  由恵 （コミュニケーション）

（キティー）

澤井　孝之 丸山　亜沙子 （リバーサイド）

大槻　美喜一 小菅　しおり （ドナルド）

27 西山  暁 田村  梨恵 (O・Y)

河合　義徳 滝沢　由紀 （雷　門）

G

F

28 南　雅信 栗原　さつき （雷　門）

両角　康雄 菊池　奈美江 （中　商）

31 長谷川　雅文 高山　佳子 (朝日信金)

H

30 織田　哲也 竹内　佐知子 （アットホーム）

32 山本　正延 浜野　仁美 （キティー）



100歳トーナメント

110歳トーナメント

1 新屋　一彦 青木　淳子 (TTC)

2 福島　秀之 和泉　かほる （リバーサイド）

3 間弓　修治 神野　志津子 （キティー）

4 秋間　大一郎 青木　信奈子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

5 種山　正悦 大淵　妃佐子 （アスコット）

6 木村  勉 蔵野 恭子 （オールウェザー）

7 清水　義晴 田島　明美 (TTC)

8 恩田　豊 京谷　恵 （サンジョリティー）

9 B　Y　E

10 石井　宏之 大森　瑞枝 （ドナルド） （中　商）

11 野崎　和夫 中屋　真由美 (TTC)

12 横川　繁之 鬼沢　ひろみ （リバーサイド）

13 下牧　誠司 下牧　真由美 （浅　草）

14 原戸　宏紀 佐藤　葉子 （雷　門）

15 岡　和之 門脇　治絵子 （ポップコーン） （キティー）

16 早川　康介 岩渕　扶美子 （キティー）

17 早川　尚登 清水　信子 （リバーサイド）

18 今本  浩史 照井  照子 （コミュニケーション）

19 安倍　孝英 安倍　雅子 （中　商）

20 中屋　康浩 小貫　君代 (TTC) (浅草)

2 清水　圀雄 白鞘　恵代 （リバーサイド）

1 松永　光一 松永　美江 （ル・コールア）

4 小林　三千男 小林　加代子 （キティー）

3 荒澤　五郎 稲垣　佐知子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

6 細谷　泰弘 品田　香苗 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

5 藤戸　勉 小野　満里子 （ポップコーン）

8 坂本　泰雄 山井  真理 （レ　オ）

7 大湊  章 大湊  睦子 （コミュニケーション）

10 藤田　修 西山　邦子 （雷　門）

9 B　Y　E

12 荒木　義布 磐長谷喜久江 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ) （東　叡）

11 加藤  信彦 加藤  容子 （アットホーム）

14 市川　淳 野口　恵子 （キティー）

13 山口　幹夫 坂本  知子 （レ　オ）

16 中村　達比古 田中　啓子 （レ　オ）

15 田中　好雄 斉藤　美枝 （言　問）

18 西尾  禹門 榎本  富美子 （コミュニケーション）

17 塚本　弘 小池　正美 （キティー）

20 川島　俊通 川村　夕起子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

19 成瀬　雅之 水島　洋子 （リバーサイド）



一般決勝トーナメント
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1 吉本　俊策 瀧川 友美 （アスコット） （アットホーム）

4 菊池　　総 藤沢　真奈美 （中　商）
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6

5 秋場　祐弥 堤　　恵子 （柳　北） （ポップコーン）

8 市川　倫成 近藤　広美 （東　叡）
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10

9 山崎  裕也 山崎  由加里 （アットホーム）

12 磯田　剛 田村　知子 （浅　草）

11

14

13 山崎  潔 山崎  真起子 （アットホーム）

16 水谷　英章 藤沢　典子 （中　商）
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