2020 年 ＫＴＣクラス別ダブルス大会
日時：2020 年 3 月 29 日（日）※全試合を消化できなかった場合、残りの試合を 4 月 4 日（土）12 時 より 行います。
（参加ペアは最初の待機目安時間までに参加費を支払ってください。
）
待機目安時間：マッチナンバーリストに掲載しています。
アシスタントディレクター：芦田陽一
大会運営：トーナメントディレクター：武藤晴亮
レフェリー：松浦浩一（Ｍリーグ休日Ｋ）
アシスタントレフェリー：前田千夏（Ｍリーグ平日Ｄ）
担当理事：綿貫勝利・星子裕代
－－－－－－－－－－－ 競技要綱－－－－－－－－－－－
❶ ＜マッチナンバー方式＞ 掲示版のマッチナンバーリストの順番で試合を行います。
＜試

合

前 ＞

１、各コート、直近の２試合分のスコアシートを掲示板 Order-Of-Play ボードに貼り出します。
２、スコアシートに確認 ✔ を入れてコート近くで待機します。
３、後でチェックした選手がボールを受取ります。
４、コートが空き次第、試合を開始します。
＜ 試合終了後 ＞
５、勝者は、ボードのスコアシートを外し結果を記入、勝者を○で囲み、掲示板のドロー表、
マッチナンバーリストにも記載し、競技本部に返却します。
６、次の試合を確認、待機します。
❷ 原則、選手の呼び出しは致しません。試合開始後 15 分過ぎても選手が現れない場合、失格となります。
勝者は不戦勝となりスコアシートにＷＯと記入します。
❸ スコアボードはドローナンバーの小さい選手が「左側（黄色）
」を使用します。
❹ 試合は６ゲーム先取・ノーアドバンテージで行います。だだし５－５の場合はアドバンテージ方式（2 ポイントＵＰ）で
行います。準決勝以降は進行により１セットマッチ・ノーアドバンテージで行う場合があります。
❺ ウォームアップ は、サービス練習・１人４本のみとします。
❻ 試合中、ケイレン等自然的体力消耗のための処理時間は、認められません。事故による障害の場合に限って、３分以内の
手当時間が認められます。
❼ セットブレイクシステムを採用します。１ゲーム後の休憩はありません。３ゲームまで連続で試合をします。
❽ サーバーはポイント・ゲームカウントを、相手及び観客に聞こえるように、大きな声でコールして下さい。
カウントコールの声が小さかった為に、スコアーが不明になった時はサーバーが不利益を受けます。
❾ 試合は原則としてセルフジャッジですので、アウト・フォールトはボールが着地した直後にはっきりとコールします。大
きな声が出せない時は、手で合図をしてください。良く分からない時はグッドで、レットには出来ません。
❿ その他のルールについては、
（ＪＴＡ テニスルールブック 2019）に準拠します。
⓫ 賞品はベスト４まで出ます。但し１勝以上した場合で、１勝には不戦勝は含まれますが BYE は認めません。
※賞品の受渡しは当日のみとします。 ※ドロー発表後の参加取消しＤＥＦの方も参加費を払って頂きます。

2020 年 ＫＴＣクラス別ダブルス大会・ドロー

男子ＡＡクラス
①

1 安田 隆範 中山 房雄

堺 昭伸

増橋 慶一朗 13 ⑤⑧

2 横山 耕平 加藤 広泰

14

3 大道 諒輔 綿貫 勝利

内田 素行 高橋 明裕 15

4

遠山 義男 安川 潜次 16

赤間 富士夫

九鬼 宏孝

5

17

⑤⑧ 6

湯本 治仁 小田 剛資

大川 由二 山口 高

③④ 7

小沢 弘雅

笹井 栄治 小比賀 剛 19 ⑤⑧

佐々木 詩以良

8

18 ③④

20

9 星子 直輝 星野 真大

稲岡 教一 梅本 知巳 21

10 松本 祐亮 田幡 一裕

尾上 朝陽

11

大野 純平 菱木 淳巳 23

⑤⑧ 12

乾 貴雄

宇野 毅

井本 恭太郎 22

鴻巣 貴弘 桜井 康雄 24 ②

男子Aクラス
①

1 笠井 一八 近藤 茂三郎

小野 貴志 中野 知徳 13 ⑤⑧

2 中西 壮三 沢口 忠良

篠原 聡 篠原 優太 14

3 品田 啓明 五十嵐 敬之

篠崎 勝彦 日野 敬史 15

4 齋藤 昌之 豊島 正美

佐藤 豊 三嶋 規晋 16

5 岩堀 研嗣

田村 充

石橋 健一 坂巻 健男 17

⑤⑧ 6

松井 陽二 海老澤 満

原田 博 武藤 晴亮 18 ③④

③④ 7

尾上 武蔵 望月 謙二

吉澤 洋一 合六 一美 19 ⑤⑧

8

高橋 肇 江川 清二

9 太田 範夫

平野 稔

山下 成雄 大崎 真

20

土井 俊彦 松浦 浩一 21

10 柳 宗一郎 坂倉 哲雄

井本 耕三 野口 健治 22

11 高橋 昭一 高橋 明弥

佐々木 太一郎

⑤⑧ 12 佐々木 康光 小松 二郎

柳川 肇

23

塩野 岳美 吉田 裕二 24 ②

※今回「男子Ａクラス」において、ドローに誤りが見つかり、リドローいたしました。
当日ドローを見た方には大変申し訳ありませんが、再度ご確認ください。」

男子Ｂクラス
①

1 芦田 修平 芦田 陽一

倉持 正夫 竹島 浩平 9

2

林出 秀夫 金井 勝忠 10

3 中井 康雄 大瀬 謙作

渡辺 二三男

4 野津 修一 佐藤 誠樹

東郷 哲

③④ 5

藤井 外志雄

町田 行彦

6 佐藤 龍男 小倉 新司

両角 康伸
石川 廣

江崎 秀昭 11
小野寺 康彦 12 ③④
宇賀神 春紀 13

小出 毅

7 片山 麻人 藤田 恒康

15

8 庄司 国男 中澤 明雄

橋本 美喜夫 吉田 三千雄 16

女子Aクラス
①

14

1

堺 裕子

大重 佳代子

玉川 佳代子

竹内 芳子 13 ⑤⑧

堀岡 江利子

谷澤 弥生 15

2 菊地 順子 塩野 美紀
3 太田 愛子

井川 泉

14

杉田 カツ美 片峰 恵子

井本 恵子 小林 裕子 16

⑤⑧ 6

四方 裕美 栗嶋 由美

前川 富子 曽根 陽子 18 ③④

③④ 7

山本 光子 太田 春美

清水 純子 青山 輝子 19 ⑤⑧

4
5

17

8
9

20
佐藤 千恵子

川村 泰子

荒島 由利 海蔵 秀子 21

10 野津 幸代 大村 恵子

橋本 晴美 塩村 恵子 22

11

橋本 節子 近藤 美佳 23

⑤⑧ 12 綿貫 曜子 湯本 千彰

※女子Ｂクラスは不成立の為、Ａクラスに統合しました。

村田 裕子

笠井 美由紀 24

②

②

