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８．組合せ（ドロー）団体種目	 

	 

８－１	 予選	 

（１）出場チームと予選会場、集合時間 
ﾌﾞﾛｯｸ	 

番号	 
チーム名	 代表者	 予選会場	 

集合	 

時間	 

DT-01	 

ＦＴＣ－Ａ 濱田 輝之（若松町） 	 

都立府中の森	 
９時	 

ピースフォレスト 土井 里知子（是政） ９時	 

ちびテニ 佐藤 純一（八幡町） ９時	 

ＳＴＣＳ 清水 賢治（新町） ９時	 

DT-02	 

－ － 	 

都立府中の森	 
－	 

すばる 吉村 昌晃（日新町） ９時	 

ＴＥＡＭ ＹＤＫ 山本 美佐（西原町） ９時	 

ＫＴＣ－Ｘ 伊藤 和夫（若松町） １０時	 

DT-03	 

サタデー 久保寺 眞司（日新町） 	 

都立府中の森	 
９時	 

ポパイ 鈴木 美紀男（西原町） ９時	 

Ｃ.Ｃ.Ｐ 若林 加奈子（白糸台） ９時	 

小柳南テニスクラブ 伊藤 勝彦（小柳町） ９時	 

DT-04	 

ＡＳＴＩ 三浦 泰一（八幡町） 	 

寿町	 
９時	 

Ｎ＋ＯＢ'ｓ 重政 孝弘（日新町） ９時	 

－ － －	 

Ｔｅａｍ ＵＳＡ２ 盛岡 浩美（新町） １０時	 

DT-05	 

ＰＯＳＴ 吉野 泰正（押立町） 	 

押立	 
９時	 

サニー 大井 常義（朝日町） ９時	 

レディースサークル 横井 麻美（押立町） １０時	 

－ － －	 

DT-06	 

ＦＹパセリ 新免 芳史（宮町） 	 

四谷	 
９時	 

ＪＩＮ 伊藤 仁四郎（清水丘） ９時	 

クーガテニスクラブ 井上 澄夫（押立町） ９時	 

まぁ、そこそこ 西野 智彦（宮西町） ９時	 

DT-07	 

ＧＭＴ 岩崎 直樹（西府町） 	 

住吉	 
９時	 

ラヴィラ選抜－Ｂ 加藤 ちさと（住吉町） ９時	 

テニスクラブ７Ｗ 香川 由美（府中町） １０時	 

－ － －	 

DT-08	 

４０－０ 北村 篤（若松町） 	 

若松	 
９時	 

ウイング府中Ａ 牛尾 国生（浅間町） ９時	 

ウルトラセブン 鈴木 広一（宮西町） ９時	 

真豪速カブトムシ 亀井 猛（新町） ９時	 

（続く） 
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（続き） 
ﾌﾞﾛｯｸ	 

番号	 
チーム名	 代表者	 予選会場	 

集合	 

時間	 

DT-09	 

むつごろう 加藤 幸宏（白糸台） 	 

日新	 
９時	 

高カブｖｅｒ.ｆ 萱沼 健（四谷） ９時	 

ラヴィラ選抜－Ａ 野平 忠彦（住吉町） １０時	 

－ － －	 

DT-10	 

向日葵 太田 真輝（美好町） 	 

紅葉丘	 
９時	 

ブルーフラッグ 荒川 豊（住吉町） ９時	 

－ － －	 

平成ＴＣ 神沢 浩一（武蔵台） １０時	 

DT-11	 

ウルトラマン 村田 桂三郎（押立町） 	 

紅葉丘第二	 

（Ａ面）	 

９時	 

Ｅ.Ｔ.Ｇ 長谷部 裕行（押立町） ９時	 

高速カブトムシ１ 高久 正夫（四谷） １０時	 

DT-12	 

Ｔｅａｍ ＵＳＡ１ 平井 英樹（新町） 	 

紅葉丘第二	 

（Ｂ面）	 

９時	 

車返テニスクラブＢ 田中 英次（押立町） ９時	 

ＰＥＡＣＥ Ｂ 土内 英子（天神町） １０時	 

DT-13	 

ＭＴＣ 小沢 稔（新町） 	 

平和の森	 

（Ａ面）	 

９時	 

コトブキング 園田 孝弘（美好町） ９時	 

ＰＥＡＣＥ Ａ 佐藤 敬子（紅葉丘） １０時	 

DT-14	 

ウエスト 穂高 たつ美（美好町） 	 

平和の森	 

（Ｂ面）	 

９時	 

ひま人倶楽部 久保 久美子（住吉町） ９時	 

ウルトラ 羽毛田 徹夫（白糸台） １０時	 

DT-15	 

武蔵台テニスクラブ 飯島 豊（押立町） 	 

栄町	 

（Ａ面）	 

９時	 

オリーブ 冨林 寿美江（住吉町） ９時	 

車返テニスクラブＡ 田中 文夫（押立町） １０時	 

DT-16	 

ＫＴＣ－Ｙ 吉岡 祐二（白糸台） 	 

栄町	 

（Ｂ面）	 

９時	 

サタデーアフター 進藤 都夫（南町） ９時	 

やんないみどるず 池山 勉（清水丘） １０時	 

	 

※予選予備日の会場、集合時刻は、状況に応じで府中市庭球連盟ホームページに案内する。	 
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（２）予選ドロー	 

	 

ＤＴ－０１	 ＦＴＣ－Ａ	 ピースフォレスト	 ちびテニ	 ＳＴＣＳ	 

①ＦＴＣ－Ａ 	 	 	 	 

②ピースフォレスト 	 	 	 	 

③ちびテニ 	 	 	 	 

④ＳＴＣＳ 	 	 	 	 

	 

ＤＴ－０２	 －	 すばる	 ＴＥＡＭ ＹＤＫ	 ＫＴＣ－Ｘ	 

－ 	 －	 －	 －	 

②すばる －	 	 	 	 

③ＴＥＡＭ ＹＤＫ －	 	 	 	 

④ＫＴＣ－Ｘ －	 	 	 	 

	 

ＤＴ－０３	 サタデー	 ポパイ	 Ｃ.Ｃ.Ｐ	 小柳南テニスクラブ	 

①サタデー 	 	 	 	 

②ポパイ 	 	 	 	 

③Ｃ.Ｃ.Ｐ 	 	 	 	 

④小柳南テニスクラブ 	 	 	 	 

	 

ＤＴ－０４	 ＡＳＴＩ	 Ｎ＋ＯＢ'ｓ	 －	 Ｔｅａｍ ＵＳＡ２	 

①ＡＳＴＩ 	 	 －	 	 

②Ｎ＋ＯＢ'ｓ 	 	 －	 	 

－ －	 －	 	 －	 

④Ｔｅａｍ ＵＳＡ２ 	 	 －	 	 

	 

ＤＴ－０５	 ＰＯＳＴ	 サニー	 レディースサークル	 －	 

①ＰＯＳＴ 	 	 	 －	 

②サニー 	 	 	 －	 

③レディースサークル 	 	 	 －	 

－ －	 －	 －	 	 

	 

ＤＴ－０６	 ＦＹパセリ	 ＪＩＮ	 クーガテニスクラブ	 まぁ、そこそこ	 

①ＦＹパセリ 	 	 	 	 

②ＪＩＮ 	 	 	 	 

③クーガテニスクラブ 	 	 	 	 

④まぁ、そこそこ 	 	 	 	 
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ＤＴ－０７	 ＧＭＴ	 ラヴィラ選抜－Ｂ	 テニスクラブ７Ｗ	 －	 

①ＧＭＴ 	 	 	 －	 

②ラヴィラ選抜－Ｂ 	 	 	 －	 

③テニスクラブ７Ｗ 	 	 	 －	 

－ －	 －	 －	 	 

	 

ＤＴ－０８	 ４０－０	 ウイング府中Ａ	 ウルトラセブン	 真豪速カブトムシ	 

①４０－０ 	 	 	 	 

②ウイング府中Ａ 	 	 	 	 

③ウルトラセブン 	 	 	 	 

④真豪速カブトムシ 	 	 	 	 

	 

ＤＴ－０９	 むつごろう	 高カブｖｅｒ.ｆ	 ラヴィラ選抜－Ａ	 －	 

①むつごろう 	 	 	 －	 

②高カブｖｅｒ.ｆ 	 	 	 －	 

③ラヴィラ選抜－Ａ 	 	 	 －	 

－ －	 －	 －	 	 

	 

ＤＴ－１０	 向日葵	 ブルーフラッグ	 －	 平成ＴＣ	 

①向日葵 	 	 －	 	 

②ブルーフラッグ 	 	 －	 	 

－ －	 －	 	 －	 

④平成ＴＣ 	 	 －	 	 

	 

ＤＴ－１１	 ウルトラマン	 Ｅ.Ｔ.Ｇ	 高速カブトムシ１	 

①ウルトラマン 	 	 	 

②Ｅ.Ｔ.Ｇ 	 	 	 

③高速カブトムシ１ 	 	 	 

	 

ＤＴ－１２	 Ｔｅａｍ ＵＳＡ１	 車返テニスクラブＢ	 ＰＥＡＣＥ Ｂ	 

①Ｔｅａｍ ＵＳＡ１ 	 	 	 

②車返テニスクラブＢ 	 	 	 

③ＰＥＡＣＥ Ｂ 	 	 	 

	 

ＤＴ－１３	 ＭＴＣ	 コトブキング	 ＰＥＡＣＥ Ａ	 

①ＭＴＣ 	 	 	 

②コトブキング 	 	 	 

③ＰＥＡＣＥ Ａ 	 	 	 

	 

	 	 



50	 

 

	 

ＤＴ－１４	 ウエスト	 ひま人倶楽部	 ウルトラ	 

①ウエスト 	 	 	 

②ひま人倶楽部 	 	 	 

③ウルトラ 	 	 	 

	 

ＤＴ－１５	 武蔵台テニスクラブ	 オリーブ	 車返テニスクラブＡ	 

①武蔵台テニスクラブ 	 	 	 

②オリーブ 	 	 	 

③車返テニスクラブＡ 	 	 	 

	 

ＤＴ－１６	 ＫＴＣ－Ｙ	 サタデーアフター	 やんないみどるず	 

①ＫＴＣ－Ｙ 	 	 	 

②サタデーアフター 	 	 	 

③やんないみどるず 	 	 	 

	 

（３）試合の進め方	 

・原則として、女子Ｄ→シニアＤ／ミックスＤ→制限なしＤの順に試合をする。	 

・４チームのブロックは２面進行、３チームのブロックは１面進行。	 

・４チームのブロックは、初戦は①vs②、③vs④を実施。２戦目は勝者 vs 敗者、３戦目は残

りの対戦順で行う。	 

・３チームのブロックは、初戦は①vs②を実施。その後①②の敗者 vs③、①②の勝者 vs③の

対戦順で行う。	 

	 

（４）勝ち上がりの条件	 

（第一順位）対戦勝ち数の多いチーム	 

（第二順位）得失セット数の多いチーム	 

（第三順位）得失ゲーム数の多いチーム	 

（第四順位）代表者によるジャンケン、もしくはクジ引きで勝ったチーム	 

	 

（５）棄権の取り扱い	 

（試合開始前の場合）	 

・当該試合は相手チームの６－０とする。（相手チームの得ゲーム６、失ゲーム０とする。）	 

・両者棄権の場合は、両者とも敗者とする。（両者とも得ゲーム０、失ゲーム６とする。）	 

・この結果、両チームの勝敗が同数となる場合は、当該対戦の得失ゲーム数の多いチームの勝

ちとする。得失ゲーム数が同じ場合は、代表者によるジャンケン、もしくはクジ引きで勝っ

たチームを勝ちチームを決定する。	 

（試合途中の場合）	 

・以降のゲームを相手チームが全て取ったものとする。	 
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８－２	 決勝	 

（１）決勝会場と集合時間 

チーム	 決勝会場	 集合時間	 

ＤＴ－０１の勝ち上がりチーム 	 

都立府中の森	 

	 

	 

９時	 

ＤＴ－０２の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０３の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０４の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０５の勝ち上がりチーム 	 

都立府中の森	 

	 

９時	 

ＤＴ－０６の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０７の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０８の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－０９の勝ち上がりチーム 	 

都立府中の森	 

	 

９時	 

ＤＴ－１０の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－１１の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－１２の勝ち上がりチーム ９時	 

ＤＴ－１３の勝ち上がりチーム 	 

都立府中の森	 

	 

１０時	 

ＤＴ－１４の勝ち上がりチーム １０時	 

ＤＴ－１５の勝ち上がりチーム １０時	 

ＤＴ－１６の勝ち上がりチーム １０時	 

	 

※決勝予備日の会場、集合時刻は、状況に応じで府中市庭球連盟ホームページに案内する。	 
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（２）決勝ドロー	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（３）試合の進め方	 

・原則として、女子Ｄ→シニアＤ／ミックスＤ→制限なしＤの順に試合をする。	 

・１面進行、もしくは２面進行とする。（当日コートレフリーが指示する。）	 

	 

	 

３位決定戦	 

優勝	 

ＤＴ－０１の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０２の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０３の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０４の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０５の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０６の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０７の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０８の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－０９の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１０の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１１の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１２の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１３の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１４の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１５の勝ち上がりチーム 

ＤＴ－１６の勝ち上がりチーム 


