
第36回 沼津商工会議所会頭杯テニスシングルス大会
〇試合日程および会場

３月　３０日(日)　　一般男子Ａ，Ｂ、一般女子、壮年男子、５５才以上男子　決勝まで　　市営愛鷹運動公園テニスコート

４月　１３日(日)　　予備日

　☆雨天の場合は順延となります。

　　雨天順延は試合当日会場で天候、コート状態等を見て担当クラブが決定します。

　　雨天でも試合可能と判断される場合があります。

〇試合開始時間（注意）

　・試合開始予定時間はドロー表に記載。

　・８：００開始の選手は７：４５まで、他の選手は試合開始予定時間の１０分前までにプレーのできる状態で

　　エントリーを済ませること。できない場合は失格とします。

　・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１５分以内に、試合が開始できない場合は失格とします。

　　（試合進行表示板を頻繁に見に行くようにしてください。次の試合に表示され選手は、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コートへ入ってください。）

〇試合方法

　１セットマッチ、６－６の場合７ポイントタイブレーク。

　ただし、試合の進行状況により試合方法を変更することもあります。（３位決定戦は行わない）

　　・練習はサービス４本とする。

　　・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

　・テニスコート内での飲食、喫煙は禁止します。

　・ゴミは各自必ず持ち帰ってください。

　・たばこの吸い殻は吸い殻入れに入れるか、持ち帰ってください。

　・天候等の状況により試合が行われるかどうかを愛鷹ﾃﾆｽｺｰﾄ様宛に直接電話で問い合わせないこと。

○レフェリー

沼津テニス協会役員

〇担当クラブ

明電舎、東雲会、イシバシテニスガーデン

〇事務局

リコー　　　下山　啓介　ＴＥＬ（勤務先）０５５－９１８－３３７９
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[1] 1 井上　幸士 (ウインビレッジTC) 24 高橋　一将 (沼津高専テニス部)

2 後庵　一貴 (フリー) 25 厚木　優希 (フリー)

3 佐藤　貴弘 (三菱アルミ) 26 村上　将人 (旭化成)

4 岡山　祐樹 (メリーポピンズ) 27 吉原　優貴 (日大生物資源)

5 榊原　良文 (O'PEACE) 28 横山　竜 (竜南TC)

6 伊藤　和正 (富士桜) 29 江崎　直幸 (リコー)

7 千葉　明博 (沼津高専テニス部) 30 林　直紀 (ミナミテニスクラブ)

8 植野　真二 (フリー) 31 伊藤　勝隆 (リコー)

9 澤出　和宏 (アンナバンTC) 32 末松　啓吾 (TTF)

10 菅野　博文 (リコー) 33 佐野　偉隆 (アンナバンTC)

11 伊藤　雅俊 (キヤノン) [3] 34 本間　海 (クレストン)

[4] 12 齊藤　直仁 (O'PEACE) 35 鈴木　優希 (東雲会)

13 林　淳一 (明電舎) 36 千葉　貴之 (O'PEACE)

14 横山　長治 (メリーポピンズ) 37 鈴木　賢太 (クレストン)

15 平井　湧 (日大国際) 38 小澤　真一 (メリーポピンズ)

16 中川　俊人 (イシバシテニスガーデン) 39 巨椋　成幸 (アンナバンTC)

17 後藤　寛 (リコー) 40 石田　功 (キヤノン)

18 滝浪　元基 (竜南TC) 41 杉山　雄紀 (富士常葉大学)

19 木下　信行 (キヤノン) 42 間部　喜之 (明電舎)

20 宮島　慎治 (アクトスポーツクラブ) 43 玉澤　信雄 (日大国際)

[2] 45 垣内　崇寛 (アクトスポーツクラブ)

21 藤田　夏樹 (フリー) 44

23 渡辺　克久 (クレストン)

興梠　貴久 (フリー)

22 村上　道輝
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1 佐田　信幸 (アクトスポーツクラブ) 18 福島　孝一 (モムス)

2 杉澤　勇司 (東雲会) 19 勝又　勇治 (東雲会)

3 木村　直樹 (明電舎) 20 鈴木　航 (イシバシテニスガーデン)

4 佐藤　弘 (三菱アルミ) 21 今井　篤志 (SCCテニスクラブ)

5 稲木　直人 (SMTC) 22 片山　央 (アクトスポーツクラブ)

6 大塚　秀一 (アクトスポーツクラブ) 23 加藤　芳久 (沼津テニスクラブ)

7 川崎　卓弥 (SCCテニスクラブ) 24 佐野　和之 (メリーポピンズ)

8 中野　文雄 (沼津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 25 上原　謙治 (SMTC)

9 大橋　一仁 (SCCテニスクラブ) 26 百瀬　功 (トーシン)

10 勝又　知渡政 (トーシン) 27 國枝　献治 (イシバシテニスガーデン)

11 河野　聡司 (アクトスポーツクラブ) 28 高村　洋平 (アクトスポーツクラブ)

12 眞野　敬士 (本日庭球日) 29 石田　雄一郎 (県庁テニスクラブ東部支部)

13 加我　裕亮 (SMTC) 30 片山　徹 (本日庭球日)

14 後藤　洋希 (東雲会) 31 舩津　伶 (O'PEACE)

33 富樫　貴裕 (モムス)

15 本多　大輔 (アスルクラロ) 32

17 大石　琢磨 (SCCテニスクラブ)

米澤　司 (アクトスポーツクラブ)

16 上野山　博巳 (イシバシテニスガーデン)
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[1] 1 森野　英夫 (イシバシテニスガーデン) 5 持田　裕彦 (東芝テック)

2 井筒　雅之 (フリー) 6 大竹　史幸 (ポリプラスチックス)

3 神島　勝俊 (トーシン) 7 小西　岳志 (フリー)

4 成岡　利昭 (ベルTC) [2] 8 小池　光伸 (ＴＣＴ)
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[1] 1 外山　直通 (富士市役所) 8 遠藤　眞弘 (トーシン)

2 大川　徹 (アクトスポーツクラブ) 9 今井　清隆 (ＴＣＴ)

3 堀江　薫雄 (沼津テニスクラブ) 10 杉田　大助 (沼津テニスクラブ)

4 長澤　潤二 (SCCテニスクラブ) 11 長倉　雅秋 (J-ARASHI)

5 藤井　正人 (沼津テニスクラブ) 12 竹内　進 (モムス)

6 松葉　範康 (三菱アルミ) 13 大井　光基 (アンナバンTC)

水野　俊夫 (アクトスポーツクラブ)7 藤田　道雄 (アステラスＦＴＣ) [2] 14
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[1] 1 杉本　恵子 (クレストン) 4 佐藤　彩 (三島南高校)

2 千葉　富士子 (モムス) 5 上野山　美沙 (旭化成)

水谷　茂美 (メリーポピンズ)3 中川　由香 (イシバシテニスガーデン) [2] 6


