
 
 
 
 

 

平成 25 年度 

第 63 回三鷹市市民体育祭 

硬式テニス ダブルス大会 
 

と き：平成 25 年７月 14 日、21 日、28 日、８月４日、11 日、９月 15 日、９月 29 日 

 

（ 予備日：９月 22 日、10 月 6 日 ） 

ところ：大沢総合グランドテニスコート・大沢野川グランドテニスコート 

 
 
 

［体育祭役員］ 

              会長   ：清原 慶子 

              副会長  ：髙部 明夫 

              副会長  ：吉田 武 

              総務委員長：髙階 豊彦 

 

[スポーツ大会実行委員会] 

実行委員長：吉田 武 

 

［主 催］ 

三鷹市 

三鷹市教育委員会 

三鷹市体育協会 

 

［主 管］ 

三鷹市テニス協会ダブルス戦事業部 

トーナメントディレクター：小林 弘平 

レフリー：石崎 貴史 

レフリー：村田 珠美 

レフリー：姫野 和祐 

レフリー：江口 博之 

レフリー：福島 隆一 

レフリー：佐藤 健一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



月日 種目 コート 集合時間 ドロー　No. 備考

ミックスＡ 07:50 1R

〃 09:30 2R

男子シニア 10:30 1R

〃 11:30 2R

男子グランドシニア 07:50 1R

〃 08:45 2R

男子B 07:50 2～26の1Ｒ，31,32

〃 09:00 33～53の1Ｒ,29,30

〃 10:00 1～27の2R

〃 11:20 28～54の2R

女子B 07:50 2～３４の1R,

〃 09:00 35～49の1R,1～13の2Ｒ

〃 10:00 14～3７の2R

〃 11:20 3８～50の2R

男子A 07:50 2～28の1R, 4～9 13～16, 23～26

〃 09:00 36,37,1,10,19,20,29～38の2R

女子A 10:00 1R

〃 11:00 2R

ミックスB 07:50 2～30の1R,4～7,14～17

〃 09:00 1,10,11,20,21,24,25,26,31

〃 10:15 33～50の1R

〃 11:30 32～51の2R

〃 07:50 53～71の1R,58,59

〃 09:00 66～69,52,57,62

〃 10:15 74,75,80,81,63,72

〃 11:30 73～82の2Ｒ

男子ジュニア 07:50 2～16の1R

〃 09:00 17～2５の1R, 1

〃 10:30 8～26の2R

女子ジュニア 07:50 2～35の1R

09:00 38～47の1R, 1～24の2R

〃 10:30 25から48の2R

ミックスB 07:50 BEST8

09/15

09/29
大沢野川

４面

原則として
ベスト８以降は

9/29に実施します。

進行状況により
コートを移動する
場合があります。

08/11

大沢総合
４面

大沢野川
２面

大沢野川
２面

大沢総合
４面

国体の為、駐車場
は使用不可です。

ノーアド
６ゲーム先取

【試合日程】

07/14

07/21

07/28

08/04

大沢総合
４面

大沢総合
６面

大沢総合
６面

大沢総合
６面

予備日10/06

 
 
※注意事項 

・集合場所は各コートです。（上記 【試合日程】 参照） 
・7/14 のミックス A の会場は、 大沢総合 となりましたのでご注意願います。 
・予備日は 9/22（大沢総合 6 面）、10/6（大沢総合 4 面、大沢野川 2 面）です。 
・ミックス B のベスト８以降は、原則 9 月 29 日に実施します。 

  ・今年の大会より、（大沢総合：砂入り人工芝コート）と（大沢野川：ハードコート）の 
2 会場での開催となりますので、上記 【試合日程】 をご確認の上、シューズの 
選択等は個人で判断願います。 

   
 
 



【運営方法】 

［試合方法］  
＊ミックスＢの試合は、 

1 回戦のみ６ゲーム・１セットマッチです。 
  2 回戦以降は「6 ゲーム先取・ノー・アドバンテージ」を採用します。 
  ４０－４０後の１ポイントは同性同士で開始して下さい。 
 
＊男子ジュニア・女子ジュニアの試合は、 
  全試合「6 ゲーム先取・ノー・アドバンテージ」を採用します。 

 
＊  他の試合は６ゲーム・１セットマッチです。 

「６－６の場合タイブレーク」採用。 
・ 試合終了後、勝者が速やかに本部へ試合結果を報告してください。 
・  
［受付］ 
集合時間までに受付を済ませてください。集合時間を過ぎても、受付を終了して

いないプレーヤーはＷ．Ｏ（棄権の意）とします 
 

 

［試合ボール］ 
・試合ボール（試合球＝ブリジストンＸＴ－８）は、主催者が用意します。 
・試合ボールは、試合の「控え」に入った段階で、対戦ドロー番号の若いペアが本部から

ボールを受け取って試合に臨んで下さい。 
・セットボールは試合終了後、敗者が参加賞として持ち帰り下さい。 

 
［審判］ 
・全試合セルフジャッジで行います。 

 

［ウォーミングアップ］ 
・各試合前のウォーミングアップは、各自サービス４本のみとします。 

 

［休憩］ 
・試合中、明らかな事故によって「けが」（筋肉けいれんを含む意）をしたプレーヤーに

ついてのみ「１試合、３分間のメディカルタイムアウトを１回」認めます。 
（ローカル・ルール採用） 

 

［試合の有無の確認］ 
・天候不順（中止・順延）の場合は、テニス協会 HP の「大会開催状況掲示板」及び施設

管理棟内（施設受付）に案内事項を書面にて掲載致しますので、その物で御確認下さい。 
尚、翌日以降に協会ホームページに「その後の予定」を掲載致しますので合わせて御確

認下さい。 
・電話による問い合わせは、出来ません。  
 

［雨天順延について］ 
・中止、試合途中での順延等、当日の未消化試合数によっては、予備日に限らず翌週以降

の日程に組み込む場合も御座います事、御了承下さい。  
 

［その他］ 
＊エントリー後のメンバー変更は、認めない。 
＊試合進行は「オーダー・オブ・プレー方式」、本部ボードに試合順等を張り出しますので、

ボードの指示内容に従って各々の試合に臨んで下さい。  
＊大会をスムーズに進行させるように、大会運営担当者の指示に従って下さい。 
 



＊コートサイドのベンチには、対戦チームの関係者のみ座る事が出来ますが事前に 
対戦相手プレーヤーからの了解を必ず得る事を厳守して下さい。 

＊試合中、プレーヤー以外の者（応援者等の意）が、セルフジャッジに関しての発言を 
  する事、又は、プレーヤーに対して助言等する事は、ルールにて禁止されています。 
＊大会開催中コート以外の公園施設エリア内では、ボールを使っての練習が禁止されて 

います。 
＊表彰者及び競技者の写真を HP に掲載させて頂く事が有ります。 

掲載を希望されない方は本部までお知らせ下さい。 
＊大会会場「都立・武蔵野の森公園」「三鷹市大沢総合グランド」付属駐車場は、全て有料

化されました。 
 
 

問合せ先： 三鷹市体育協会 (0422-43-2500)月曜休館 
三鷹市テニス協会  ： http://www.mitakatennis.com/ 

 
 


