
 
 

第７４回（令和３年） 

豊島区秋季区民大会（テニス）  
主催 豊 島 区 
共催 N P O 法 人 豊 島 区 体 育 協 会 
主管 豊 島 区 テ ニ ス 連 盟 

 
秋季区民大会（後半）についてお知らせします。男子ダブルス A クラスの上位入賞者は都民体

育大会、２３区チャンピオンシップ大会の選考候補となります。 
 
現在 緊急事態宣言は解除され、コロナ感染は収まりつつありますが、なお開催に当たっては注

意をする必要がありますので、「感染防止チェック事項」（提出不要）の遵守とともに、下記のご協

力をお願いします。 
①試合参加者のみの来場 ②試合終了後の速やかな退出 

 ③「確認書」の提出（非持参の場合は実費１０円を申し受けます。） 
※ 団体代表者は所属の方への徹底をお願いします。 

 また、コロナ対応及び省力の面から、従来配布していたドロー等は配布しませんので、必要な方

は各自準備下さい。 
 

 
１．種目・日時・会場 

※各種目の集合時間はドロー表に記載されていますが、番号により異なり、また短時間となっ

ておりますので、ご注意下さい。 
  

１）男子ダブルス（三芳グランド）９時～１7 時   
  令和３年１１月７日（日）   予備日１１月２１日（日）・２８日（日） 
２）ミックスダブルス（三芳グランド）９時～１7 時  

令和３年１１月１４日（日）  予備日１１月２１日（日）・２８日（日） 
                

三芳グランド：オムニコート６面（三芳町大字上冨３８２－１   ℡ 049-259-9397） 
 

２．参 加 資 格：豊島区在住者・在勤者・在学者（高校生以上）、豊島区テニス連盟団体登録者 
        シニアは男子満６０歳以上女子満５５歳以上 
     なお ペアの片方が不参加の場合、上記資格を満たせば代理参加が可能ですが、 
      この場合はエキシビション参加とし、スコアは０－６とします。 
 
３．競 技 規 則：日本テニス協会規則（JTA テニスルールブック 2021）による。 
   ・全種目    ：６ゲーム先取（ノーアド） 
   ・全決勝及びシニアクラス以外の３位決定戦 

：１セットマッチ（６－６タイブレーク方式・ノーアド） 
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４．表 彰：優勝・準優勝・３位、 
        但し シニアクラス（男子 D・ミックス D）は優勝・準優勝 
 
５．注意事項等 
 ・試合の開催有無は、当日午前８時までに テニス連盟ＨＰに掲載します。 
 ・食事、その他で会場を離れる時は、本部に届け出て下さい。 
 ・試合の呼び出しにより、本部からボールを受け取って下さい。（最大５分以内） 
 ・試合前の練習は、サービス４本とします。 
 ・速やかな試合進行にご協力下さい。 

（参考 ポイント間隔は最大２５秒 コートチェンジ間隔は最大９０秒） 
 ・カウントコールは相手に聞こえるように、はっきりと言いましょう。 
 ・セルフジャッジです。フットフォルトには注意しましょう。 
 ・プレイヤーは他コートからのボール等に気づいたら 怪我防止のため直ちにレットとコールし、 

そのポイントをやり直してください。   
 ・試合結果は、勝者が本部に報告し、試合ボールは敗者持ち帰りとします。 
・三芳グランドは、駐車場に限りがありますので、①公共交通機関の利用 ②乗り合わせ を 
お願いします。なお、管理者から駐車場所について指示された場合はその指示に従って下さい。 
現在鶴瀬駅からの送迎バスは運行していませんので、路線バス・タクシー等を利用下さい。 

 ・怪我等の事故については、加入する保険の範囲内で処置しますが、各自十分注意下さい。 
 
６．コロナ対応（要項欄に「コロナ対応」として掲載） 
 
 ・①「豊島区立体育施設利用時の感染防止チェック事項」を遵守願います。 
   ・試合中以外はマスクの着用をお願いします。（試合中のフェイスマスクの使用は可） 
   ・応援等で大声を出すこと、試合待機中等には３密を避けて下さい。 
   ・こまめな手洗い、アルコール消毒をお願いします。 
 
 ・②「新型コロナウイルスについての確認書」を記入の上、受付時に提出ください。 
     ・ダブルスはどちらか一人が２人分（２枚）を提出・受付して下さい。 
      
   ・念のため 検温計は準備しております。 
 
７．参加費の支払い 
  申込代表者は、参加費及び新規団体登録費を１１月５日（金）までに振込んで下さい。 
 
                                        以 上 



集合　11/7(日)
予備日　11/21(日)・11/28(日)

2～5,8～11,14～17,20～23： 8:45～9:00迄に受付

1,6,7,12,13,18,19,24： 9:15～9:30迄に受付

3位決定戦

3位

23
中島　聡・羽飼　浩司

(チームスーさん)

24
②白須　晃太・高城　雄大

(個人)

21
井口　一行・大継　直明
(大正セントラル目白)

22
飯島　健太・中尾　礼文

(郵政クラブ)

18
上田　鉄明・若尾　慎吾

(アスセーナ)

19
原田　諭・黒木　信介

(天米)

20
細谷　柊生・鈴木　陽也
(ショートスリーパーズ)

15
黒澤　博之・高橋　知大

(郵政クラブ)

16
角田　篤史・中島　　諭

(郵政クラブ)

17
荒牧　秀行・佐古田　安彦

(ルネサンス早稲田)

優勝
13

③越智　友愛・藤原　高行
(大正セントラル目白)

14
並木　郁・﨑山　恭輔

(個人)

10
伊藤　仁・宇山　裕

(TBOYS)

11
荒　顕吾・山口　優紀
(ショートスリーパーズ)

12
④川野　修・日笠　一歩

(アスセーナ)

7
梅林　直人・新井　慎太朗
(大正ｾﾝﾄﾗﾙ目白・個人)

8
綱島　浩三・岡田　雅也

(郵政クラブ)

9
加藤　成利・高草木　和史

(天米)

4
島村　裕次郎・栗賀　智史

(大正セントラル目白)

5
有澤　直樹・村尾　純一郎

(個人)

6
山下　大輔・下川　智裕

(個人)

2021年　豊島区秋季区民大会　男子ダブルスA（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　1R　　　　2R　　　　3R　　　　SF　 　　F

1
①白石　翔也・安松　　慶

(郵政クラブ)

2
守屋　祐一郎・新田　浩貴

(ショートスリーパーズ)

3
霜野　匡志・吉田　拓実

(チームスーさん)



集合　11/7(日)
予備日　11/21(日)・11/28(日)

2～5,8～11,14～17,20～23： 11:45～12:15迄に受付

1,6,7,12,13,18,19,24： 12:30～13:00迄に受付

3位決定戦

2021年　豊島区秋季区民大会　男子ダブルスB（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　1R　　　　2R　　　　3R　　　　SF　 　　F

1
松本　拓也・遠藤　伸彦
(ﾙﾈｻﾝｽ早稲田・個人)

2
練木　道夫・早川　信吾

(早朝練習会)

3
銅直 峻志・岩崎　遼

(個人)

4
本橋　行雄・小島　幸日出

(駒桜)

5
今井　敬介・武川　千尋

(スマッシュ)

6
戸張　孝洋・山脇　帝人

(個人)

7
井上　耕一朗・古野　勝久

(個人)

8
桑田　正太郎・中村　昌樹

(天米)

9
片平　昌和・金田　信之

(ルネサンス早稲田)

10
小池　裕三・篠崎　幸臣

(アスセーナ)

11
森田　丈晴・小林　直人

(郵政クラブ)

12
伊藤　明彦・春田　晃宏

(TBOYS)
優勝

13
武田　亮・林　健介

(個人)

14
古田　悠介・橋本　赳範

(個人)

15
田　群・符　旻

(SFKC)

16
西川　和夫・髙石　宏樹

(早朝練習会・個人)

17
安部　清・新谷　圭次郎

(ルネサンス早稲田)

18
手塚　益夫・河田　周作

(天米)

19
奥田 和弘・小澤 康太

(個人)

20
上島　圭介・佐藤　哲夫

(個人)

21
梅崎　友哉・丸山　一馬
(大正セントラル目白)

22
王　振宇・張　国榕

(個人)

23
高橋　直也・福澤　洋樹

(個人)

24
小中　哲也・高橋　淳哉

(天米)

3位



集合 11/7(日)
予備日　11/21(日)　11/28(日)

全員： 9:45～10:15迄に受付

3位決定戦

2021年　豊島区秋季区民大会　男子ダブルスシニアクラス（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　１R　　　SF　 　　F

1
①森　一五・野田　英俊

(チームスーさん)

2
田辺　弘之・長島　浩

(天米)

3
岡田　英一・松下　邦彦

(早朝練習会)

4
河西　武彦・甲田　伸也

(個人・駒桜)

6
夛昌　英成・逸見　直也

(早朝練習会)

5
功刀　哲彦・土岐　覚

(桜台55)

3位

優勝



集合 11/14(日)
予備日　11/21(日)・11/28(日)

1～8： 12:00～12:30迄に受付

9～16： 12:30～13:00迄に受付

3位決定戦

3位

14
高橋　知大・高橋　裕美
(郵政クラブ・ひまわり)

15
藤原　高行・上野　貴子
(大正セントラル目白)

16
②黒木　信介・入舟　由佳

(天米)

井口　一行・平尾　千香子
(大正セントラル目白)

12
岡田　雅也・三浦　彰子
(郵政クラブ・ひまわり)

13
上田　鉄明・上田　祥子

(アスセーナ)

優勝

9
③江連　理・江田　亜希子

(個人)

10
松前　大樹・菅沢　理恵

(SFKC)

11

守屋　祐一郎・鈴木　凪
(ショートスリーパーズ)

7
大島　大輝・栗原　法子

(SFKC)

8
④黒澤　博之・小俣　直子

(郵政クラブ・ひまわり)

4
白須　晃太・金子　麻里奈

(個人)

5
栗賀　智史・綱島　明子

(大正ｾﾝﾄﾗﾙ目白・ひまわり)

6

2021年　豊島区秋季区民大会　ミックスダブルスA（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1R　　　　2R　　　　QF　 　　SF　　　　F

1
①越智　友愛・斉藤　紅梅

(大正セントラル目白)

2
宇山　裕・福島　萌夏

(TBOYS)

3
増田　泰人・三村　梨沙

(グリーンガーデン)



集合　11/14(日)
予備日　11/21(日)・11/28(日)

2～5,8～15,18～21： 8:45～9:00迄に受付

1,6,7,16,17,22： 9:15～9:30迄に受付

3位決定戦

2021年　豊島区秋季区民大会　ミックスダブルスB（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　1R　　　　2R　　　　3R　　　　SF　 　　F

1
桑田　正太郎・南川　和恵

(天米・ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ)

2
山本　和良・稲葉　淳子

(桜台55)

3
坂田　憲一・蔵野　恭子

(SFKC)

4
練木　道夫・練木　恵美子

(早朝練習会)

5
天辻　信之・天辻　恵子
(個人・大正ｾﾝﾄﾗﾙ目白)

6
本橋　行雄・大野　薫

(駒桜)

7
羽飼　浩司・羽飼　麻友

(チームスーさん)

8
谷嶋　二三男・杉林　奈賀子

(早朝練習会)

9
篠原　啓一郎・黒井　かおり

(天米)

10
中島　壮士・栗林　陸子

(個人)

11
三島　裕之・佐藤　倫子

(個人)
優勝

12
宮部　元寿・江南　容子

(桜台55)

13
川渕　国明・志賀　康子

(駒桜)

14
金田　信之・金坂　奈緒

(ルネサンス早稲田)

15
重松　乃亜・山田　わこ
(個人・ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ)

16
手塚　益夫・南雲　幸恵

(天米)

17
濱　久人・中澤　成美

(早朝練習会)

18
橋本　裕二　・池上　ゆみ

(郵政クラブ)

19
大高　優輝・大高　麻衣子

(個人・駒桜)

20
樋口　経太・高谷　和美

(個人)

21
伊藤　明彦・伊藤　和歌子

(TBOYS)

22
中村　昌樹・柏木　鈴代

(天米)

3位



集合 11/14(日)
予備日　11/21(日)　11/28(日)

全員： 9:30～10:00迄に受付

3位決定戦

2021年　豊島区秋季区民大会　ミックスダブルスシニアクラス（三芳グランド）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　1R　　　2R　　　SF　 　　F

1
①新名　清志　・松井　宏子

(天米・大正ｾﾝﾄﾗﾙ目白)

2
八谷　美一・小川　惠子

(スマッシュ)

3
岡田　英一・和田　素子
(早朝練習会・ﾚｲﾝﾎﾞｰ)

4
四本　智太郎・篠原　美幸

(天米)

5
田辺　弘之・丸山　いづみ

(天米)

8
②小中　哲也・井上　恵美子

(天米)

6
早川　信吾・佐々木　朱磨子

(早朝練習会・天米)

7
原田　三男・小林　ルミ子

(個人・ひまわり)

3位

優勝


