
第32回 山本杯シングルステニス選手権大会第32回 山本杯シングルステニス選手権大会第32回 山本杯シングルステニス選手権大会第32回 山本杯シングルステニス選手権大会

〇試合日程および会場

１月　１８日(日)　　全種目　決勝 まで　　市営愛鷹運動公園テニスコート

２月　８日(日)　　予備日

　*　試合の進行状況により変更する可能性もあります。

　☆雨天の場合は順延となります。雨天の場合は順延となります。雨天の場合は順延となります。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　・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　・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　・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。　　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。　　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。　　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。　・ゴミは各自必ず持ち帰ってください。　・ゴミは各自必ず持ち帰ってください。　・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。　・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。　・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。　・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

佐野　真治

〇担当クラブ兼ロービングアンパイア

沼津テニスクラブ、アクトスポーツクラブ、O`PEACE、さくらテニスクラブ

〇事務局

リコー　　　下山　啓介　ＴＥＬ（勤務先）０５０－３８１７－６９７０
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2015年1月18日(日)　、予備日 2月8日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート
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33 秋本　康晴 (メリーポピンズ)

名古屋　慶 (ＮＨＳ４８)

32 伊藤　寿 (ソレイユインドアスポーツプラザ) [2] 65 宮下　龍一朗 (TAS)

31 鈴木　啓太 (SSB) 64

西村　卓也 (フリー)

30 芹沢　竜司 (FLAT) 63 小柳津　翔太 (ウインビレッジTC)

29 長谷川　竜一 (さくらテニスクラブ) 62

富樫　貴裕 (モムス)

28 眞野　敬士 (本日庭球日) 61 田口　勇作

27 横山　長治 (メリーポピンズ) 60

小林　尭広 (O'peace)

26 榧野　誠 (Maruishi) 59 山田　祐介 (FLAT)

25 大橋　昭 (O'peace) 58

玉澤　信雄 (日本大学国際関係学部)

24 藤田　夏樹 (フリー) 57 伊藤　和正 (富士桜)

23 山本　滉大 (富士市立高校) 56

中野　文雄 (沼津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

22 大塚　享平 (フリー) 55 村松　正志 (SSB)

21 片山　徹 (本日庭球日) 54

佐藤　弘 (三菱アルミ)

20 木村　洋平 (ウィンビレッジ) 53 中川　俊人 (イシバシテニスガーデン)

19 落合　啓太 (桐　陽　高校) 52

高柳　雅彦 (沼津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

[3] 18 加藤　大貴 (日本大学国際関係学部) 51 長崎　晃平 (本日庭球日)

17 杉本　秀隆 (時之栖ＴＣ) 50

森　達真 (富士市立高校)

16 加藤　大貴 (メリーポピンズ) [4] 49 西山　大貴 (時之栖)

15 駒形　竜海 48

平井　湧 (日本大学国際関係学部)

14 寺川　豪 (三菱アルミ) 47 武田　啓志 (フリー)

13 杉本　海 (沼津城北高校) 46

佐藤　貴弘 (三菱アルミ)

12 緑川　英男 (ハピフルテニスクラブ) 45 厚木　優希 (フリー)

11 海野　健太郎 (Maruishi) 44

木下　信行 (キヤノン)

10 榊原　良文 (O'peace) 43 伊東　寛将 (ソレイユインドアスポーツプラザ)

9 塚田　賢和 (SMTC) 42

佐伯　諒太 (東芝テック)

8 高村　洋平 (アクトスポーツクラブ) 41 高田　武志 (さくらテニスクラブ)

7 石田　元樹 (日本大学国際関係学部) 40

杉平　成広 (トヨタ東富士)

6 間部　喜之 (明電舎) 39 宮本　貴史 (メリーポピンズ)

5 岩崎　寛之 (イシバシテニスガーデン) 38

小林　透典 (明電舎)

4 石田　雄一郎 (県庁テニスクラブ東部支部) 37 佐野　吉史 (FLAT)

3 矢野　凌也 (富士市立高校) 36

監物　宏明 (メリーポピンズ)

2 中山　隆広 (ソレイユインドアスポーツプラザ) 35 佐藤　達彦 (イシバシテニスガーデン)

[1] 1 大野　祥起 (メリーポピンズ) 34
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2015年1月18日(日)　、予備日 2月8日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート
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上野　僚介 (ウィンビレッジ)3 井田　俊博 (東芝テック) 6

巨椋　成幸 (アンナバンTC)

2 木脇　康博 (清水町LTC) 5 橋本　大輔 (フリー)

1 中野　博之 (メリーポピンズ) 4
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市川　禎久 (富士市役所)

[2] 11 前田　耕嗣 (三菱アルミ)

5 志賀　路夫 (丹那テニスクラブ) 10

神島　勝俊 (トーシン)

4 大川　敏樹 (ウィンビレッジ) 9 山本　信宏 (ハラ　テニス)

3 荻田　博道 (原テニス) 8

脊戸川　卓 (メリーポピンズ)

2 持田　裕彦 (東芝テック) 7 宇佐美　嘉則 (ウィンビレッジTC)

[1] 1 森野　英夫 (イシバシテニスガーデン) 6
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毛利　秀一 (丹那テニスクラブ)9 長澤　潤二 (SCCテニスクラブ) [2] 18

外山　直通 (富士市役所)

8 高橋　弘 (ラヴオール) 17 遠藤　眞弘 (トーシン)

7 杉田　大助 (沼津テニスクラブ) 16

片岡　誠一郎 (オレンジヒルＴＣ)

6 長倉　雅秋 (Ｊ－ＡＲＡＳＩ) 15 大川　徹 (アクトスポーツクラブ)

5 藤井　正人 (沼津テニスクラブ) 14

堀江　薫雄 (沼津テニスクラブ)

4 上野山　博巳 (イシバシテニスガーデン) 13 藤田　道雄 (日医工FTC)

3 竹内　進 (モムス) 12

大井　光基 (アンナバンTC)

2 郷司　義和 (ソレイユインドアスポーツプラザ) 11 音野　徳蔵 (富士桜)

[1] 1 水野　俊夫 (アクトスポーツクラブ) 10
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一般女子一般女子一般女子一般女子

10:30 10:30
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石塚　麻衣子 (ソレイユインドアスポーツプラザ)

4 宇佐美　典子 (ウィンビレッジTC) [2] 8 杉本　恵子 (クレストン)

3 森野　美里 (フリー) 7

鈴木　香苗 (さくらテニスクラブ)

2 長谷部　文恵 (クレストン) 6 飯田　彩捺 (にわたま)

[1] 1 松山　晶子 (TCT) 5


