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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめかながわシニアフェスタ

　　　　　　　　　　 テ　　ニ　　ス　　大　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　主催　　　神奈川県、ねんりんピックかながわ2022横浜市実行委員会、神奈川県テニス協会

２　共催　　　横浜市テニス協会、川崎市テニス協会、相模原市テニス協会

３　後援

     公益財団法人神奈川県スポ-ツ協会　　特定非営利活動法人神奈川レクリエーション協会　

     公益財団法人神奈川県老人クラブ連合会　　公益財団法人神奈川県公園協会

     社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会　　神奈川新聞社　  朝日新聞横浜総局

     読売新聞横浜支局    毎日新聞社横浜支局    産経新聞社横浜総局  　東京新聞横浜支局

     公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団 　　社会福祉法人神奈川県共同募金会　/17団体

４　協賛　　　株式会社ダンロップスポーツマーケティング

５　日程　　２０２１年１１月２０日(土）・１１月２１日(日)　小雨決行

６　会場　　横浜市三ツ沢公園テニスコ－ト(砂入り人工芝）

７　競技種目　　チーム対抗の団体戦とし、試合は以下の順に行なう。

 　　　　　　　　　　①男子６８歳以上ダブルス

　　 　　　　　　　　②女子５８歳以上ダブルス

　 　　　　　　　　　③男子５８歳以上ダブルス

８　競技規則　　「JTAテニスルールブック ２０２１」に準ずる

　　　　　　　　　　使用球はダンロップフォートとし、主催者が用意する

９　競技方法　　 （１）予選は全試合リーグ戦　　　４チーム

　　　　　　　　　　　(６ゲームマッチ６-６で７ポイント先取タイブレ－ク、ノーアド)

　　　　　　　　　　 （２）順位決定戦は予選各組同順位によるリ－グ戦　　５チーム

　　　　　　　　　　　(４ゲーム先取３-３で７ポイント先取タイブレ－ク、ノーアド)

実施要項

     NHK横浜放送局　　tvk（テレビ神奈川）　 ラジオ日本 　  FMヨコハマ　　

　　　　　　　　　　　　かながわシニアスポーツフェスタ2021

(ねんりんピックかながわ2022　リハ－サル大会)
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　　本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います

１． 参加チームの監督はメンバー全員の出席を確認の上、８：４５～９：００までに受付を済ませてください。

参加者確認票は、監督がチーム分をまとめて受付に提出ください。

なお、メンバー変更がある場合は、大会初日にメンバー変更届を提出ください。

すでに登録済の選手は他チームへの変更は出来ません。

２． ９：００～９：４５まで各チ-ムに練習コートを準備します。

３． ９：００～９：４５まで会場内のレストハウスで監督会議を行います。

４． 天候、その他により試合の有無が不明の時でも会場にお集まりください。(小雨決行)

★会場電話番号【080-3522-6060】は、開催日の午前８時３０分から試合終了時までとします。★

５． 競技方法

（１）チーム対抗の団体戦を行う。

（２）対戦方法は次の順序で行う。

①男子ダブルス６８歳以上　（１９５３年４月１日以前生まれ）

②女子ダブルス５８歳以上　（１９６３年４月１日以前生まれ）

③男子ダブルス５８歳以上　（１９６３年４月１日以前生まれ）

（３）予選は４チームによるリーグ戦方式で、６ゲームマッチ（６ゲームオール後７ポイント先取タイブレ

　　 ブレーク、ノーアドバンテージ・スコアリング方法)で行う。

（４）決勝（順位決定戦）は予選各組同順位の５チームによるリーグ戦(１位、２位、３位、４位リーグ)

　　 方式で、４ゲーム先取（３ゲームオ-ル後７ポイント先取タイブレーク、ノ-アドバンテ-ジ・スコア

　　 リング方法)で行う。

（５）予選リーグ戦、順位決定リーグ戦とも３ポイント全試合を行う。

　　 リーグ戦の順位は、ルールブックに記載のラウンドロビン方式における順位決定方法を準用する。

　　 すべてが同率の場合は出場選手の合計年齢の高い方を上位とする。同じ場合は抽選とする。

６． 使用球は２球とし、ボールチェンジは有りません。

７． 試合前のウォームアップはサービス８本です。

８． 本大会は「JTAテニスルールブック ２０２１」に準じます。

９． ウエアはJTAルール通りです。（本大会ではフェースマスクは禁止とします。）

10． 全試合セルフジャッジです。ロービングアンパイアを配置します。

11． 各リーグの全試合終了後に１位のチームが結果とボールを本部に届けてください。

12． 駐車場はありますが出来る限り公共交通機関を利用してください。

事故等については主催者として一切責任は負いません。

なお、11/20(土)はサッカーJ１リーグ開催のため、第１駐車場は使用できませんのでご注意ください。

13． スポーツ保険に加入していますが不慮の事故、傷害等については主催者として一切責任は負いま

せん。ご注意ください。

14． 大会の写真や大会結果などを報道機関等へ公表させていただく場合がありますのでご了承ください。

15． その他、不明な点がありましたら競技役員にお尋ねください。

大会レフェリー　　　　濱　博司

大　会　注　意　事　項

本大会の開催に当たり、新型コロナウイルスの感染拡大予防対策を実施します。参加選手の皆様には、次
頁の【新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い】を一読の上、遵守にご協力をお願いします。また、第６
次感染拡大等のために大会が中止となる場合があることをご承知おきください。
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【新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い】

（１）２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。　

　　　会場で以下に該当することが判明した場合には、出場を取消し、退場いただく場合があります。

　　　　・ 平熱を超える発熱

　　　　・ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

　　　　・ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）

　　　　・ 嗅覚や味覚の異常

　　　　・ 体が重く感じる、疲れやすい等

　　　　・ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

　　　　・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　　　　・ 過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への

　　　　　 渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある

　　　　・ その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある

（２）大会に参加する方は当日「参加者確認票」（添付）に自宅で検温・記入し、監督がチーム分をまとめて

　　　受付に提出ください。当日に検温が出来なかった場合は、会場で検温を受けて下さい。

　　　参加者確認表を事前に用意できない方は、自宅で検温し会場に用意した本票に必要事項を記載して

　　　提出ください。提出いただけない場合には参加をお断りする場合があります。

（３）来場できるのは監督・選手のみとします。応援・見学の方ははご遠慮下さい。

（４）大会会場では以下の事項を遵守ください。

　　　　・ 会場で定められた感染防止対策規則に従ってください

　　　　・ LINE を利用されている方は「LINE コロナお知らせシステム」ポスターのQR コードを読み込み

　　　 　　システムに登録ください

　　　　・ 既に厚生労働省「COCOA システム」をインストール済の方はBluetooth をオンにしてください

　　　　・ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください

　　　　・ 受付時は２ｍ以上の距離をおいて並んでください

　　　　・ 観覧席では距離をおいて座り、大きな声での会話は慎んでください

　　　　・ 試合中を除きマスクを必ず着用ください

　　　　・ ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰りください

　　　　・ 自分のチームの試合が終了したら直ちに退出ください

（５）試合中は以下の事項を遵守ください。

     　　　感じたらすぐに外してください

（６）開催日後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは発症した方の濃厚接触者で

　　　あることが判明した場合には、神奈川県テニス協会事務局まで速やかに報告ください。

（７）第６次感染拡大等のために大会が中止となる場合があることをご承知おきください。

　　　申込締切後は大会実施の場合、当日の出欠によらず参加費をお支払いいただきます。
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１１月　２０日　（土）

受付　(レストハウス)　：　参加者確認票、参加費、エントリー

各チ-ム練習①　（コートNo.1～10）　：　E1～E4、D１～D4、C1、C2

各チ-ム練習②　（コートNo.1～10）　：　C3、C4、B1～B4、A1～A4

監督会議①　(レストハウス)　：　C3、C4、B1～B4、A1～A4

監督会議②　(レストハウス)　：　E1～E4、D１～D4、C1、C2

・ル-ルの説明

・日程説明

・競技上の注意

オーダー交換

予選リーグ

１１月　２１日　（日）

受付　(レストハウス)　：　参加者確認票、エントリー

各チ-ム練習①　（コートNo.1～10）　：　３位リーグ、４位リーグ

各チ-ム練習②　（コートNo.1～10）　：　１位リーグ、２位リーグ

オーダー交換

各順位よるリ-グ戦(１位、２位、３位、４位)

　　　　＊背表紙に詳細図があります。

日　程

８：４５～９：００

９：００～９：２０

９：２５～９：４５

９：００～９：２０

９：２５～９：４５

９：５５～

１０：００～

会場案内

８：４５～９：００

９：００～９：２０

９：２５～９：４５

９：５５～

１０：００～
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Ａ 1 2 3 4 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

Ｂ 1 2 3 4 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

C 1 2 3 4 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

D 1 2 3 4 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

E 1 2 3 4 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

試合順　：　　４チ-ム( １-２，３-４，１-３，２-４，１-４，２-３)

かながわシニアフェスタ２０２１（予選リーグ）

チーム名

ファミリ－C

あぶれカントリ－

RYU

笑笑あちゅ-う

湘南タイガ－ス

シ－ドワン

はやぶさ

キャン・ゼロ

チーム名

チーム名

ファミリ－６

チ－ムＲＩＳＥ

立野テニス倶楽部

背番号　３

チーム名

湘南　６

ブン太

ベテランＲＵＮ

エコテニス

チーム名

ねんりん相模原

グッディ！

相模原市B

ＹＯＫスマイル
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Ａ 1 2 3 4 5 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

5

Ｂ 1 2 3 4 5 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

5

C 1 2 3 4 5 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

5

D 1 2 3 4 5 完了試合数 勝敗 取得ゲーム率 順位

1

2

3

4

5

試合順　 ：　５チーム（１-２、３-４、１-５、２-３、４-５、１-３、２-４、３-５、１-４、２-５）

#REF!

#REF!

#REF!

かながわシニアフェスタ２０２１（決勝リーグ）

チーム名

#REF!

#REF!

#REF!

１位リーグ

#REF!

２位リーグ

チーム名

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

４位リ-グ

チーム名

３位リ-グ

チーム名

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
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氏名 74歳 73歳

氏名 62歳 67歳

氏名 62歳 62歳

氏名 歳 歳

氏名 69歳 68歳

氏名 59歳 61歳

氏名 61歳 65歳

氏名 歳 歳

氏名 70歳 70歳

氏名 62歳 62歳

氏名 64歳 58歳

氏名 歳 歳

氏名 73歳 73歳

氏名 67歳 61歳

氏名 62歳 62歳

氏名 69歳 60歳

氏名 69歳 77歳

氏名 70歳 68歳

氏名 69歳 68歳

氏名 歳 歳

かながわシニアスポ－ツフェスタ　２０２１　参加者名簿

男子５８歳ダブルス 茂木　仁志 島　敬二

控え選手

監督 島　敬二

男子６８歳ダブルス 青木　正弘 新保　明男

女子５８歳ダブルス 川崎　さとり 今井　富美江

1
フリガナ ネンリンサガミハラ フリガナ シマ　ケイジ

兼任
チ－ム名 ねんりん相模原

2
フリガナ リュウ フリガナ オオツカ　ナオヤ

兼任
チ－ム名 RYU 監督 大塚　直也

男子５８歳ダブルス 髙橋　進 大塚　直也

控え選手

男子６８歳ダブルス 中村　光彦 原口　豊和

女子５８歳ダブルス 外山　美奈子 杉本　祐子

3
フリガナ アブレカントリ－ フリガナ アジロ　ユタカ

兼任
チ－ム名 あぶれカントリ－ 監督 網代　豊

男子５８歳ダブルス 安福　哲男 長谷川　義人

控え選手

男子６８歳ダブルス 網代　豊 髙崎　増次

女子５８歳ダブルス 上村　久子 古屋　由美子

4
フリガナ タテノテニスクラブ フリガナ スギタ　ヨシヒコ

チ－ム名 立野テニス倶楽部 監督 杉田　芳彦

男子５８歳ダブルス 武間　恵洋 今泉　久

控え選手 松本　和明 保崎　佳代子

男子６８歳ダブルス 朝倉　伸行 関野　訓

女子５８歳ダブルス 加藤　千枝子 橋本　厚子

5
フリガナ ワイオ－ケ－スマイル フリガナ タカガキ　フトシ

兼任
チ－ム名 ＹＯＫスマイル 監督 高垣　太志

男子５８歳ダブルス 藤田　修二 前田　正克

控え選手

男子６８歳ダブルス 諏訪　勉 高垣　太志

女子５８歳ダブルス 高須賀　志保子 細野　千恵子
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氏名 72歳 71歳

氏名 63歳 61歳

氏名 60歳 62歳

氏名 歳 歳

氏名 77歳 75歳

氏名 65歳 63歳

氏名 66歳 65歳

氏名 歳 歳

氏名 77歳 77歳

氏名 68歳 66歳

氏名 66歳 59歳

氏名 歳 歳

氏名 76歳 70歳

氏名 74歳 60歳

氏名 65歳 60歳

氏名 歳 歳

氏名 74歳 71歳

氏名 65歳 64歳

氏名 68歳 61歳

氏名 60歳 歳

男子５８歳ダブルス 有井　豊 大野　健二

控え選手 江原　光二

男子６８歳ダブルス 谷本　友秀 山科　律

女子５８歳ダブルス 鳥谷部　薫 野崎　映子

10
フリガナ ショウナンシックス フリガナ エハラ　コウジ

兼任
チ－ム名 湘南　６ 監督 江原　光二

男子５８歳ダブルス 細沢　良雄 小林　英一

控え選手

男子６８歳ダブルス 宇野　和之 笠原　良一

女子５８歳ダブルス 牧田　生子 三浦　貴美

9
フリガナ セバンゴウサン フリガナ ウノ　カズユキ

兼任
チ－ム名 背番号　３ 監督 宇野　和之

男子５８歳ダブルス 小島高志 福原正彦

控え選手

男子６８歳ダブルス 石嶋紘一 斉藤　正

女子５８歳ダブルス 石井睦子 柿沼麗子

8
フリガナ ファミリ－シィ フリガナ イシジマコウイチ

兼任
チ－ム名 ファミリ－C 監督 石嶋紘一

男子５８歳ダブルス 平松　義信 程島　正之

控え選手

男子６８歳ダブルス 永島　一雄 古川　道夫

女子５８歳ダブルス 原　和代 舟田　律子

7
フリガナ ショウナンタイガ－ス フリガナ ナガシマ　カズオ

兼任
チ－ム名 湘南タイガ－ス 監督 永島　一雄

男子５８歳ダブルス 上田　真稔 山村　幸男

控え選手

男子６８歳ダブルス 青木　洋明 藤間　行雄

女子５８歳ダブルス 海野　恵美子 生田　美代子

6
フリガナ エミエミアチュ－ウ フリガナ アオキ　ヒロアキ

兼任
チ－ム名 笑笑あちゅ-う 監督 青木　洋明
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氏名 74歳 70歳

氏名 67歳 66歳

氏名 62歳 69歳

氏名 歳 歳

氏名 70歳 72歳

氏名 63歳 68歳

氏名 66歳 64歳

氏名 73歳 71歳

氏名 71歳 75歳

氏名 65歳 66歳

氏名 61歳 62歳

氏名 歳 歳

氏名 77歳 72歳

氏名 74歳 68歳

氏名 65歳 64歳

氏名 歳 歳

氏名 72歳 75歳

氏名 74歳 71歳

氏名 61歳 65歳

氏名 61歳 歳

男子５８歳ダブルス 髙橋　宏彰 嶋田　健太郎

控え選手 谷口　みよ子

男子６８歳ダブルス 佐々木　昇 髙橋　修一

女子５８歳ダブルス 中野　慶子 阿部　定子

15
フリガナ サガミハラシビ－ フリガナ ササキ　ノボル

兼任
チ－ム名 相模原市B 監督 佐々木　昇

男子５８歳ダブルス 吉田　裕 岡田　道明

控え選手

男子６８歳ダブルス 西生　孝雄 大野　日出男

女子５８歳ダブルス 石田　伶子 森川　喜美子

14
フリガナ ハヤブサ フリガナ ニシオ　タカオ

兼任
チ－ム名 はやぶさ 監督 西生　孝雄

男子５８歳ダブルス 亀井　正人 桑原　彰

控え選手

男子６８歳ダブルス 柿沼　和夫 阿久沢　幸三郎

女子５８歳ダブルス 細沢　喜栄子 安藤　洋子

13
フリガナ ファミリ－シックス フリガナ カメイ　マサヒト

兼任
チ－ム名 ファミリ－６ 監督 亀井　正人

男子５８歳ダブルス 一条　誠 重川　秀夫

控え選手 野崎　通正 増川　博久

男子６８歳ダブルス 岸上　豊 堀川　文夫

女子５８歳ダブルス 稲葉　昌子 日裏　澄子

12
フリガナ エコテニス フリガナ キシガミ　ユタカ

兼任
チ－ム名 エコテニス 監督 岸上　豊

男子５８歳ダブルス 山本　登司男 米本　正治

控え選手

男子６８歳ダブルス 角田　晃 添田　功

女子５８歳ダブルス 大橋　美枝子 町田　喜久子

11
フリガナ キャン・ゼロ フリガナ ツノダ　ヒカル

兼任
チ－ム名 キャン・ゼロ 監督 角田　晃

10



氏名 68歳 70歳

氏名 61歳 60歳

氏名 64歳 62歳

氏名 68歳 62歳

氏名 72歳 69歳

氏名 64歳 61歳

氏名 66歳 61歳

氏名 68歳 61歳

氏名 70歳 74歳

氏名 66歳 62歳

氏名 61歳 60歳

氏名 63歳 歳

氏名 68歳 73歳

氏名 65歳 64歳

氏名 65歳 64歳

氏名 歳 歳

氏名 75歳 75歳

氏名 61歳 60歳

氏名 69歳 62歳

氏名 74歳 歳

男子５８歳ダブルス 牧野　安博 奈良　利昭

控え選手 渡会　正晃

男子６８歳ダブルス 藤本　重彦 青木　曠憲

女子５８歳ダブルス 佐藤　智子 鈴木　孝枝

20
フリガナ ブンタ フリガナ アオキ　ヒロノリ

兼任
チ－ム名 ブン太 監督 青木　曠憲

男子５８歳ダブルス 大館　貞好 丸林　徹

控え選手

男子６８歳ダブルス 菅野　孝二 市川　明

女子５８歳ダブルス 高柳　智子 増田　満美子

19
フリガナ シ－ドワン フリガナ イチカワ　アキラ

兼任
チ－ム名 シ－ドワン 監督 市川　明

男子５８歳ダブルス 上村　義則 江成　純也

控え選手 石賀　久子

男子６８歳ダブルス 押川　和夫 飯塚　正治

女子５８歳ダブルス 藤島　裕子 加藤　紀子

18
フリガナ チ－ムライズ フリガナ カミムラ　ヨシノリ

兼任
チ－ム名 チ－ムＲＩＳＥ 監督 上村　義則

男子５８歳ダブルス 佐々木　勝彦 鎌田　広

控え選手 小林　孝好 高久　百合子

男子６８歳ダブルス 細野　明角 岡本　明

女子５８歳ダブルス 宮原　章子 佐藤　直美

17
フリガナ ベテランラン フリガナ ミヤハラ　アキコ

兼任
チ－ム名 ベテランＲＵＮ 監督 宮原　章子

男子５８歳ダブルス 小熊　健一 藤野　幹彦

控え選手 桃井　優身 大石　令子

男子６８歳ダブルス 東　正義 利根川　徹

女子５８歳ダブルス 山内　文子 室橋　恵美子

16
フリガナ グッディ フリガナ トネガワトオル

兼任
チ－ム名 グッディ！ 監督 利根川　徹

11



以下を自宅で記入・検温し、参加当日に受付まで提出ください。

１． 参加日  ２０２１年　　１１月　　　　日

２． 大会名 　かながわシニアスポーツフェスタ2021

会場 　横浜市三ツ沢公園テニスコート

３． 氏名 年齢

住所

電話番号

４． 参加当日の体温 ℃

５． ２週間前から参加当日までの間に以下の有無をチェックをしてください。

ひとつでも「有」がある方は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。

平熱を超える発熱

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表さ

れている国・地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある

その他気になる症状がある場合は具体的にお書きください

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。

本紙は１か月経過後にシュレッダーにかけて廃棄いたします。

神奈川県テニス協会

問合せ先　080-7793-8317

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

参 加 者 確 認 票

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無
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レストハウス

（受付・監督会議）


