
〇主催 沼津テニス協会

○後援 沼津市教育委員会、NPO法人沼津市体育協会

〇試合日程

　　　平成25年2月10日(日)　男子団体の部 ９時試合開始

　　　平成25年2月17日(日)　混合（ミックス)団体の部 ９時試合開始

　　　平成25年2月24日(日)　予備日 ９時試合開始

　☆悪天候の場合の順延の判断は大会当日会場にて担当クラブが行う。

　　　雨天の場合も必ず会場に集まること。

　☆ 2月10日および2月17日が順延の場合は2月24日に開催する。

〇会場

　　　沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

〇試合開始およびエントリー締切（注意）
　　　・全チーム、８：４５までにプレーのできる状態でエントリーを済ませる。　　　・全チーム、８：４５までにプレーのできる状態でエントリーを済ませる。　　　・全チーム、８：４５までにプレーのできる状態でエントリーを済ませる。　　　・全チーム、８：４５までにプレーのできる状態でエントリーを済ませる。
　　　　できない場合は失格とします。　　　　できない場合は失格とします。　　　　できない場合は失格とします。　　　　できない場合は失格とします。
　　　　当日の選手変更は男子団体は１名、混合団体は男女各１名のみ可とする。
　　　　変更はエントリー時に申告する。
　　　　試合開始時刻は男子団体、混合団体とも９：００とする。

〇試合方法

　　　各チーム対戦はタブルスの３試合を行う。

　　　各試合は１セットマッチ、６－６の場合タイブレーク。

　　　ラウンドロビン(総当たり)はチームの勝敗が決まっても、すべての試合を消化する。

　　　トーナメントはチームの勝敗が決まり次第、残りの試合は中止する。

　　　ラウンドロビン(総当り)および決勝トーナメント進出の、順位決定方法は、以下とする。

　　　　(1) 勝点(チームとしての勝数)の高い順

　　　　(2) 勝点が同じ場合は、互いの対戦の勝者を上位とする。

　　　　(3) (2)で解決しない場合は、勝試合数の高い方を上位とする。

　　　　(4) (3)で解決しない場合は、互いの対戦の勝者を上位とする。

　　　　(5) (4)で解決しない場合は、得失ゲーム率(*1)の高い方を上位とする。

　　　　　　(*1)得失ゲーム率＝取得ゲーム数／総ゲーム数

　　　　(6) (5)で解決しない場合は、抽選により順位を決定する。

　　　審判は全試合セルフジャッジで行う。その他日本テニス協会規則に準ずる。

〇注意事項

　　　　　コートサイドでのコーチング（応援含む）は同一チームのメンバー１名のみとする。

　　　　　人の制限は設けないがプレーの邪魔にならないようにすること。

〇担当クラブ・ロービングアンパイヤ

　　協会大会運営部長： 高橋 聖樹 info@numazu-ta.jp

　　協会大会運営委員：

第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント

佐野 真治、青田 広史、片岡 洋和、田村 禎一、田中 章善、下山 啓介



《男子団体》《男子団体》《男子団体》《男子団体》 2013/2/10(日)開催

予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ
ラウンドロビン方式(総当り)とする。

AリーグAリーグAリーグAリーグ 時之栖TC トーシン　Ｂ O`PEACE BYE
時之栖TC -
トーシン　Ｂ -
O`PEACE -

BYE - - -

BリーグBリーグBリーグBリーグ ボンバーファミリー２ 富士通 メリーポピンズB さくらテニスクラブ

ボンバーファミリー２
富士通

メリーポピンズB
さくらテニスクラブ

CリーグCリーグCリーグCリーグ キャノン 沼津テニスクラブ メリーポピンズA クレストン
キャノン

沼津テニスクラブ
メリーポピンズA

クレストン

DリーグDリーグDリーグDリーグ トーシン　A モムス リコー SMTC
トーシン　A

モムス
リコー
SMTC

決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント
各リーグ1位の4チームによるトーナメント
※進行状況により、2位～4位それぞれのトーナメント、または、コンソレーションを実施します。※進行状況により、2位～4位それぞれのトーナメント、または、コンソレーションを実施します。※進行状況により、2位～4位それぞれのトーナメント、または、コンソレーションを実施します。※進行状況により、2位～4位それぞれのトーナメント、または、コンソレーションを実施します。

〔決勝トーナメント〕〔決勝トーナメント〕〔決勝トーナメント〕〔決勝トーナメント〕

1. A-1位

2. B-1位

3. C-1位

4. D-1位



《混合団体》《混合団体》《混合団体》《混合団体》 2013/2/17(日)開催

予選予選予選予選
A, B, Cリーグのラウンドロビン方式(総当り)とする。

AリーグAリーグAリーグAリーグ ＴＣＴ－Ａ さくらテニスクラブ モムス
ＴＣＴ－Ａ

さくらテニスクラブ
モムス

BリーグBリーグBリーグBリーグ 沼津テニスクラブ 時之栖TC ＴＣＴ－Ｂ アクトスポーツクラブ

沼津テニスクラブ
時之栖TC
ＴＣＴ－Ｂ

アクトスポーツクラブ

決勝決勝決勝決勝
予選リーグの結果により、上位および下位のトーナメントとする。

上位トーナメント

Aリーグ1位

Bリーグ2位

Aリーグ2位

Bリーグ1位

下位トーナメント

Aリーグ3位

Bリーグ4位

BYE

Bリーグ3位



第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント第26回 クラブ対抗テニストーナメント

登録メンバー登録メンバー登録メンバー登録メンバー

《男子団体》《男子団体》《男子団体》《男子団体》 15チーム

さくらテニスクラブさくらテニスクラブさくらテニスクラブさくらテニスクラブ クレストンクレストンクレストンクレストン SMTCSMTCSMTCSMTC 時之栖TC時之栖TC時之栖TC時之栖TC トーシン　Aトーシン　Aトーシン　Aトーシン　A トーシン　Ｂトーシン　Ｂトーシン　Ｂトーシン　Ｂ キャノンキャノンキャノンキャノン モムスモムスモムスモムス

高田　俊明 鈴木　賢太 高嶋　宏次 杉本　秀隆 勝又　知渡政 遠藤　眞弘 伊藤　雅俊 多賀　直人

高田　武志 上原　謙一 上原　謙治 田中　純 深沢　誠 畔柳　光也 茶谷　一夫 大房　高治

下久保　賢 山崎　淳一郎 塚田　賢和 鈴木　大輔 壱岐　源士 勝又　浩美 坂田　志朗 竹内　進

青野　寧 日原　隆志 蓬生　明男 宮崎　祐一 中村　祐介 鳥越　利幸 縣　伸一 富樫　貴裕

外岡　大門 江口　淳彦 高宮　亨 佐藤　大和 眞田　智 長沢　和孝 田邊　真人 福島　孝一

山梨　裕輝 差生　英昭 岩瀬　貴之 佐藤　武瑠 小沢　正典 畔柳　敏広 新藤　剛 矢田　克行

渡辺　克久 天野　翔 加藤　和昭 仲本　光 吉筋　賢 竹内　準 平井　治

上田　剛史 元裕　太郎 石内　誠 沖　健太 柴田　智 石井　直人

織部　欽章 井上　晃夫 吉岡　信浩 白砂　直樹

本間　海 西山　大貴 勝呂　聡

O`PEACEO`PEACEO`PEACEO`PEACE メリーポピンズAメリーポピンズAメリーポピンズAメリーポピンズA メリーポピンズBメリーポピンズBメリーポピンズBメリーポピンズB 富士通富士通富士通富士通 リコーリコーリコーリコー ボンバーファミリー２ボンバーファミリー２ボンバーファミリー２ボンバーファミリー２ 沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ

小倉　永 長田　大悟 青田　広史 杉浦　由紹 江崎　直幸 遠藤　信 辻　昭彦

八野　和也 監物　宏明 増田　寛 関口　勝友 唐戸　敏彦 鈴木　伸男 中野　文雄

大橋　昭 渡辺　和樹 塩保　智司 沖島　治大 後藤　寛 清水　秀征 高田　道雄

千葉　貴之 片野　隆信 佐藤　久敬 久田　明彦 下山　啓介 白男川　裕之 高柳　雅彦

小林　尭広 岡山　祐樹 金子　昌宏 小熊　充 菅野　博文 宮永　一成 堀江　薫雄

宮澤　裕太 椎田　真史 佐野　和之 高橋　聖樹 谷口　重徳 室野　弘毅 忠内　秀敏

齊藤　直仁 中野　博之 小松　禎史 勝又　裕之 増田　稔 田口　孔黄　 藤井　正人

遠藤　陽介 大木　章裕 田中　稔 山口　岳人 下間　亮幾 小針　一仁

西山　友幸 中川　寿生 岸田　宏之 渡辺　俊徳 鈴木　義人

横山　長治 松岡　和夫

《混合団体》《混合団体》《混合団体》《混合団体》 7チーム

さくらテニスクラブさくらテニスクラブさくらテニスクラブさくらテニスクラブ 時之栖TC時之栖TC時之栖TC時之栖TC モムスモムスモムスモムス 沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ沼津テニスクラブ ＴＣＴ－ＡＴＣＴ－ＡＴＣＴ－ＡＴＣＴ－Ａ ＴＣＴ－ＢＴＣＴ－ＢＴＣＴ－ＢＴＣＴ－Ｂ アクトスポーツクラブアクトスポーツクラブアクトスポーツクラブアクトスポーツクラブ

高田　俊明 長島　一雄 竹内　進 中野　文雄 夏目　幸太 咲本　幸男 河向　迪秀

高田　武志 加藤　和昭 多賀　直人 忠内　秀敏 内田　圭亮 佐々木　良和 礒野　修次

下久保　賢 石内　誠 富樫　貴裕 藤井　正人 木本　年彦 佐野　真治 鈴木　久敬

吉岡　信浩 勝呂　聡 辻　昭彦 勝呂　悠

鈴木　大輔 斉藤　慎哉 鈴木　義人 田中　秀次

長池　順子 室伏　なをみ 千葉　富士子 後藤　真弓 仕平　智津 大石　典子 伊藤　あかね

横松　布美枝 吉岡　ますみ 川井　えり子 土屋　三鈴 中野　智子 佐藤　いづみ 中野　真由美

大坪　美保子 石内　多恵子 佐藤　典子 藤井　陽子 板倉　寿子 日吉　留美 山田　るみ

中地　千里 鈴木　宗恵 杉田　みさほ 秋山　凉子 伊藤　典子 鈴木　清美

三井　理恵 堀田　由美子


