
会場 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

試合日程 2015年10月11日(日)　男子団体、女子団体

予備日　2015年11月23日(祝/月)

順延は試合当日、会場で決定します。

受付 すべてのチームは8:45までにエントリーすること。

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

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。

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

[男子] 1R、2R、コンソレーション1Rはノーアドバンテージ6ゲーム先取、5試合すべてを行
う。準決勝、決勝は1セットマッチ6-6の場合タイブレーク、チームの勝敗が決まり次第、
以降の試合は行わない。

[女子] ラウンドロビンはノーアドバンテージ6ゲーム先取、3試合すべてを行う。

順位決定戦は1セットマッチ6-6の場合タイブレーク、3試合すべてを行う。

[男子・女子とも] 試合方式は、試合進行・天候により変更する場合があります。

ラウンドロビン
順位決定方法

JTAテニスルールブック2015 ラウンドロビン方式に従う。
1.チームの勝率の高い方を上位とする。
2.2チームが同率になった場合は、互いの対戦結果(直接対決)の勝者を上位とす
る。
3.3チームが同率になった場合は、以下の要素で順位を決定する。
(1)合計の勝利試合数の多いチームが上位
(2) (1)が同じ場合、全試合の取得ゲーム率(%)の高いチームが上位
 取得ゲームの合計数÷全試合のゲーム合計数＝取得ゲーム率
4.ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて0とする。
5.けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝っ
たとしてゲーム数を記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録す
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、八野、高橋）

問い合わせ 協会事務局 info@numazu-ta.jp
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男子団体

・ 1回戦、2回戦はノーアドバンテージ、6ゲーム先取。チームの勝敗が決まっても5試合行う。

・ 準決勝、決勝は1セットマッチ6-6タイブレーク。チームの勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない。

男子団体コンソレーション (進行状況により2回戦以降も行う)

・ コンソレーション1回戦はノーアドバンテージ、6ゲーム先取。チームの勝敗が決まっても5試合行う。

女子団体

・ ラウンドロビンはノーアドバンテージ、6ゲーム先取。チームの勝敗が決まっても3試合行う。
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・ 順位決定戦は1セットマッチ6-6タイブレーク、チームの勝敗が決まっても3試合行う。
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男子団体

キヤノン 明電舎 O'peace 沼津市役所 TCT アラフィフおやじ

伊藤　雅俊 間部　喜之 小林　尭広 秋山　孝道 仲　佑紀 渡辺　光洋

茶谷　一夫 鬼塚　裕昭 八野　和也 石川　貴文 根本　圭介 山内　利晃

坂田　志朗 山本　和之 大橋　昭 石川　大夢 加藤　悠起 田中　洋一

川崎　 林　淳一 鈴木　克広 岩崎　純也 内村　徳仁 小池　光伸

新藤　剛 小林　幹成 宮澤　裕太 亀田　達也 塩見　拓之 上原　謙治

田邊　真人 浅田　真人 齊藤　直仁 河辺　翼 遠藤　洋介 長沢　和孝

縣　伸一 小林　透典 根上　朝光 木内　一元 木本　年彦 神島　勝俊

小林　進介 石橋　達朗 髙嶋　晃一 安達　拓也 相原　哲也

柏原　良太 伊東　高見 日永田　重行 染葉　真一 勝又　知渡政

竹内　準 片岡　結 望月　優作 佐野　真治 佐々木　良和

木村　直樹 森山　直也 田中　諒弥 仲　名緒紀

米山　祐介

ハラテニス リコー 沼津テニスクラブ甲 沼津テニスクラブ乙 本日庭球日 メリポ-A

杉本　芳正 江崎　直幸 庄司  一洋 辻　昭彦 柏木　守 中野　博之

庄司　尚己 後藤　寛 浜田　修 中野　文雄 長崎　晃平 渡辺　和樹

帯金　潔 菅野　博文 松岡　和夫 藤井　正人 岡山　一成 片野　隆信

津田　暢亮 北野　亨 横山　邦夫 杉田　大助 眞野　敬士 岡山　祐樹

伊藤　栄敏 野田 和正 土屋　敏一 高柳　雅彦 岩田　季志 大石　将志

中谷　宣人 谷口　重徳 佐野　悟 栗原　広幸 横山　智久 横山　長治

山本　信宏 伊藤　勝隆 岡　勝秋 忠内　秀敏 青田　広史
荻田　博道 小原 岳 平柳　一郎 小針　一仁

佐藤　則明 高田　道雄

佐藤　卓也 堀江　薫雄

後藤　毅

メリポ-Y クレストン SMTC+ 時之栖TC

宮本　貴史 渡辺　克久 塚田　賢和 加藤　和昭

加藤　大貴 差生　英昭 高宮　享 石内　誠

古徳　臣 江口　淳彦 岩瀬　貴之 千田　裕章

厚木　優希 日原　隆志 山本　裕和 田中　純

福田　学 鈴木　賢太 天野　翔 鈴木　大輔

中村　素史 山本　悠斗 稲木　直人 加藤　優作

山﨑　淳一郎 椎田　真史 杉本　秀隆

清水　俊彦 伊藤　広矩 吉岡　信浩

宮崎　祐一

西山　大貴

上野　陽祐

女子団体

富士通 クレストン 沼津市役所 TCT ハラテニス メリーさん

中川　玲子 伊藤　優子 壱岐　幸 佐藤　いづみ 島田　清子 水谷　茂美

北村　尚子 加藤　信子 及川　眞理子 日吉　留美 伊藤　多鶴子 平井　幸子

林　千加 長谷部　文恵 大岳　春代 松山　晶子 金子　治美 坂崎　綾香

杉山　徳子 掛橋　智美 小栗　令子 伊藤　絢子 牧田　やよい 監物　愛

杉山　理子 杉本　恵子 長野　わかな 河野　真波 藤井　淳子 川元　菜穂子

大橋　善恵 日永田　せつ子 仲　さつき 荻田　けい子

前迫　滋子 宮本　和子 河野　美哉

北村　由起子

第69回 沼津市スポーツ祭 テニス大会　団体戦登録メンバー


