
「第２６回 福島県マスターズテニス交流大会実施結果」 

 

§ 実施日：平成２３年９月１３日（火）９時～１５時 

            § 会  場： 郡山市「郡山庭球場」  

            §参加者 ；１０７名 

              ・８チーム２グループによるラウンドロビン方式団体戦 

              ・高令者の参加が減少するも、大会新参加者１０名と若返る 

              ・大会参加者平均年齢  男子 68.7 歳 女子 58.9 歳 

・大会の模様     （優勝チーム紹介） 

＜第１グループ優勝・B チーム＞ 

 

＜第２グループ優勝・E チーム＞ 

 



Ａチーム Ｂチーム Ｃチーム Ｄチーム 勝　敗　分 順位

Ａチーム ３－５ ４－４ ３－５ ０－２－１ 4

Ｂチーム ⑤－３ ３－４ ⑥－２ ２ー１ １

Ｃチーム ４－４ ④－３ ３－５ １－１－１ ３

Ｄチーム ⑤－３ ２－６ ⑤－３ ２ー１ 2

Ｅチーム Ｆチーム Ｇチーム Ｈチーム 勝　敗　分 順位

Ｅチーム ⑤－３ ⑥－２ ⑥－２ ３ー０ 1

Ｆチーム ３－５ ２－６ ⑤－３ １ー２ ３

Ｇチーム ２－６ ⑥－２ ④－３ ２ー１ ２

Ｈチーム ２－６ ３－５ ３－４ ０－３ 4

第１ブロック

第２ブロック

第２６回テニス交流大会　対戦成績表



A B C D
監督 1 梅津　和男（北） 赤塚　一郎（い） 本田　豊二（南） 香山　敏夫（北）

2 安藤　　徹　(南) 安藤　高行（南） 吾妻　昭治（南） 石井　洋一（南）

3 石井　宏光（南） 大越　　昭（北） 井上　啓之（い） 小川　英毅（会）

4 片平　輝彦（北） 小浜　恒一（南） 押田　幸一（会） 梶川　宜伸（南）

5 国井　好美（北） 玉崎　明介（北） 郡司　六郎（南） 黒沢　新生（北）

6 関谷　丈司（い） 露木　　悟（南）　 真名子　栄（北） 高山　正巍（南）

7 宗像　辰夫（南） 松浦　真一（北） 山本　隆雄（北） 滝本　　力（い）

8 柳沼吉四朗（南） 遊佐　晴彦（い） 本田　達夫（南）

助監督 9 仲丸　紀子（会） 永峯　良子（会） 栗原　富子（北） 小野辺巻子（い）

10 梅津　文子（北） 赤塚　道子（い） 小久美枝子（い） 鎌田　寄仁（南）

11 川崎千代子（い） 伊藤きぬ子（い） 鴫原　信子（南） 鈴木ささよ（南）

12 羽田トモ子（北） 上杉　光代（南） 高木　洋子（い） 副島由紀子（南）

13 宗像二三子（南） 黒沢　逸子（北） 高橋美枝子（北） 橋本　洋子(南)

14 山内　英子(会) 門間　京子（北） 八巻美代子（南） 森　寿美子（北）

E F G H
監督 1 五十嵐　碩(南) 伊藤　幸男(南) 野口　昭夫(会) 松村　光二(北)

2 鵜川　善光（い） 川瀬　　勲(会) 菅野　一二(北) 安彦　隆雄(北)

3 小野　仁武(会) 佐藤　功一（い） 館林　喜一（い） 宇次　洋一（い）

4 笠井　正男(南) 千葉　　裕(南) 永井　勝彦(南) 佐藤　秀成(南)

5 佐久間　勉(北) 鳥居　　梓(南) 針生喜太郎(南) 高野　秀和(南)

6 山口　泰功(北) 保坂　　衛(北) 古山　雅昭(北) 矢部　正裕(南)

7 渡辺登美男(南) 松田　繁彌(北) 吉田　　守（会）

8

助監督 9 小澤　敦子（南） 松崎　悦子（い） 十林八津枝（南） 桜本　琴美（北）

10 景山　恵子（南） 源後　和子（南） 石井　里美（北） 会田　松美（南）

11 菅野恵美子（北） 佐藤　朱美（南） 江上ミチ子（南） 菅野るみ子（北）

12 草野　恵子（北） 鈴木美栄子（北） 蒲生　要子（南） 佐久間秀子（南）

13 鈴木ひとみ（南） 野地　典子（北） 菅家　洋子（北） 橋本みつ子（い）

14 渡辺さゆり（い）　 矢吹　京子（南） 菅原　千里（い） 船田　光枝(会)

チーム名

　第２６回交流大会チーム編成表　

　　　　　　　　　　　　第１ブロック

　　　第２ブロック

チーム名



第２６回テニス交流大会実施要項 
平成２３年９月１３日（火） 於 郡山庭球場 

  １．大会役員 

    大会会長  千葉  裕 

     副会長  松浦 真一、高山 正巍、小川 秀毅、遊佐 晴彦 

    委員長   布浦 紘一  

    副委員長  高野 秀和、野口 昭夫、西原 健一、佐久間 勉 

  ２．競技役員 

    ディレクター    佐久間 勉 

    レェフリー     梅津 文子 

    受付・会計担当   安彦 隆雄、菅野恵美子、鈴木美栄子 

    進行・記録担当   保坂  衛、香山 敏夫、門間 京子 

    会場担当      古山 雅昭、香山 敏夫、佐久間 勉、保坂 衛 

  ３．競技種目 

    ２ブロック、各４チームによるブロック毎、ダブルス団体戦 

  ４．試合方法 

    試合は４０分マッチ、ノーアドバンテージ、６ゲーム先取とする。 

  ５．順位決定方法 

  （１）チームの勝ち数。 

  （２）２チームの勝率が同率の場合は、直接対戦の勝者が上位とする。 

  （３）３チームの勝率が同率の場合は、勝利試合数の多いチームが上位とする。 

  ６．試合球   ダンロップフォート 

  ７．競技上の注意 

   １．２ブロック、各４チームによるラウンドロビン方式で試合を実施。 

   ２．各ラウンド、男子ダブルス４，女子ダブルス３、ミックスダブルス１で行い、 

同一ペアは原則として１回とする。 

   ３．試合前の練習は、各自サービス４本のみとする。 

   ４．試合は、４０分の時間制とし、ホイッスルの合図で開始および終了とし、終了時に 

ゲームが進行中の場合は、そのゲームは無効とし、それまでの取得ゲーム数によって 

勝敗を決める。 

   ５．各コート初戦のみニューボールを使用し、以後コート配置のセットボールを使用する。 

   ６．試合結果は、勝者が、各コートに配置してあるスコアカードに記入し、敗者のサインを貰

い、速やかに本部に提出する。 

(引き分けの場合は、早いアルファベットのチームが提出) 

   ７．チーム紹介は、各ラウンドの試合前に行って下さい。時間短縮のためオーダー紹介は省略

します。 

   ８．試合進行はオーダーオブプレーで行うが、変更の際は放送で連絡します。 

 


