
会場 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

試合日程 2013年10月13日(日)　男子団体、女子団体

予備日　2012年10月19日(土)

順延は試合当日、会場で決定します。

受付 ドロー記載の開始時間9:00のチームは15分前の8:45まで、それ以外は開始時間の
10分前までにプレーのできる状態で受付を済ませてください。

試合進行 オーダーオブプレーで試合を進行します。前の試合が終了してから10分以内に、試
合が開始できない場合は失格とします。
オーダーオブプレーボードを見てください。次の試合に表示された選手は、試合
コート付近で現在の試合が終わるのを待って、現在の試合終了後速やかに試合開
始してください。

試合方式

[共通] 練習はサービスのみです。

セルフジャッジにより試合を行ってください。

[団体戦] 男子：ダブルス2試合、シングルス3試合

女子：ダブルス2試合、シングルス1試合

各チームの初戦はすべての試合を行う。ただし、天候により変更する場合がありま
す。2対戦目以降は、勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない。

各試合は、1セットマッチ6-6の場合ポイントタイブレークとする。

団体登録メン
バーの交替

第１日目が順延になった場合のみ、団体戦のメンバー変更を１団体2人のみ可能と
します（最大人数未満の場合は追加も可能）。
団体戦が二日間にまたがった場合の二日目のみの変更はできません。
変更するメンバーは、参加資格(当協会加盟団体所属、沼津市在住、在勤、在学の
いずれか)がある者とします。
出場チーム間の入れ替えは不可とします。
メンバー変更は当日受付時に申し出てください。

担当クラブ・ロービングアンパイア

協会大会運営部（佐野、青田、山本、下山、山崎(淳)、田村、片岡、高橋）

問い合わせ 協会事務局 info@numazu-ta.jp

沼津市制施行90周年記念事業
第67回 沼津市スポーツ祭 テニス大会



沼津市制施行90周年記念事業
第67回 沼津市スポーツ祭テニス大会
2013年10月13日(日)、予備日10月26日(土)  沼津市愛鷹運動公園テニスコート
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男子団体

東雲会 明電舎 クレストン O`PEACE ハラテニス トーシン+α

鈴木　優希 間部　喜之 渡辺　克久 小林　尭広 庄司　一洋 遠藤　眞弘

藤澤　裕一 山本　和之 山崎　淳一郎 八野　和也 杉本　芳正 勝又　知渡政

杉澤　勇司 林　淳一 日原　隆志 松尾　直則 庄司　尚己 中村　佑介

井出　佳崇 小林　幹成 江口　淳彦 大橋　昭 斉藤　瞬 壱岐　源士

勝又　勇治 浅田　真人 上田　剛史 鈴木　克広 津田　暢亮 神島　勝俊

後藤　洋希 小林　透典 差生　英昭 宮澤　裕太 伊藤　栄敏 中本　光

石井　庸平 木村　直樹 織部　欽章 大石　将志 中谷　宣人 長沢　和孝

土屋　陽平 和山　幸夫 上原　謙一 小林　純也 山本　信宏 小沢　正典

興梠　貴久 伊東　高見 吉村　幸正 荻田　博道 渡辺　光洋
伊藤　寿 長倉　雅秋 鈴木　賢太 佐藤　則明

大野　信也 本間　海 佐藤　卓也
伊海  康之 菊地　竜平 伊藤　伸悟

TCT リコー 沼津テニスクラブ Mary-SUN Mary-HIGE Mary-PO

田中　諒弥 江崎　直幸 横山　邦夫 中野　博之 遠藤　信 大木　章裕

仲　佑紀 後藤　寛 土屋　敏一 渡辺　和樹 監物　宏明 増田　寛

染葉　真一 菅野　博文 岡　勝秋 椎田　真史 大野　祥起 金子　昌宏

木本　年彦 増田　稔 辻　昭彦 上原　謙治 青田　広史 塩保　智司

渡辺　健太郎 山口　岳人 中野　文雄 岩瀬　貴之 片野　隆信 佐野　和之

原田　真義 北野　亨 栗原　広幸 元裕　太郎 横山　長治 岡山　祐樹

高宮　亨 伊藤　勝隆 藤井　正人 石原　俊史 関口　勝友 小松　禎史
安達　拓也 唐戸　敏彦 加藤　芳久 塚田　賢和 長田　大悟
加藤　悠起 谷口　重徳

田中　洋一

佐野　真治
遠藤　洋介

時之栖TC

杉本　秀隆

長島　一雄

加藤　和昭

石内　　誠

千田　裕章

田形　雄一

吉岡　信浩

鈴木　啓司

鈴木　大輔

加藤　優作

佐藤　大和

佐藤　武瑠

女子団体

沼津市役所 時之栖TC かもしか小屋 クレストン ハラテニス TCT

及川　眞理子 石内　多恵子 神尾　弘美 杉本　恵子 島田　清子 大石　典子

小栗　令子 室伏　なをみ 露木　裕美 長谷部　文恵 伊藤　多鶴子 佐藤　いづみ

重田　道子 吉岡　ますみ 名倉　悦子 伊藤　優子 金子　治美 松山　晶子

宮本　和子 三井　理恵 野中　久美子 加藤　信子 加藤　亜衣 日吉　留美

長野　わかな 鈴木　宗恵 山本　明美 一場　多佳子 塚本　恵理 伊藤　絢子

壱岐　幸 荻田　けい子 仲　なつき

大岳　春代 杉本　美幸

日永田せつ子

沼津テニスクラブ Mary-SUN

藤井　淳子 差生　さやか

内藤　賀子 西田　陽子

土屋　三鈴 鈴木　いずみ

鈴木　孝子 水谷　茂美

平井　美智代 八木　真澄

後藤　真弓

沼津市制施行90周年記念事業
第67回 沼津市スポーツ祭 テニス大会　団体戦登録メンバー


