
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

　　　2016年2月　7日(日)　男子団体／女子団体 ９時試合開始

　　　2016年2月14日(日)　混合（ミックス)団体 ９時試合開始

　　　2016年2月21日(日)　男子/女子団体予備日 ９時試合開始

　　　2016年2月28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7日が順延の場合は2月21日、2月21日が順延の場合は2月28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。
　　　　できない場合は失格とします。
　　　　メンバー変更は、開催日前々日(金曜日)までに<info@numazu-ta.jp>に申告する。
　　　　男子団体・女子団体は10名まで、ミックス団体は男子5名/女子5名まで追加・変更できる。
　　　　大会当日のメンバー変更はできない。
　　　　試合開始時刻は各日全チームとも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、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

　　　　(5) (4)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。

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：

本大会は、テニスの普及と発展に貢献された本協会前会長 山﨑篤 氏(故人)を偲び、2014年より冠大会としました。

第29回 山﨑杯クラブ対抗テニストーナメント

佐野 真治、青田 広史、山本 和之、下山 啓介、山崎　淳一郎、八野　和也



《男子団体》 2016/2/7(日)開催

予選リーグ
A, B, Cはラウンドロビン方式(総当り)、Dはトーナメント(3位決定戦あり)とする。

Aリーグ TCT イシバシテニスガーデン O'peace
TCT

イシバシテニスガーデン
O'peace

Bリーグ クレストン メリポKT さくらテニスクラブ

クレストン
メリポKT

さくらテニスクラブ

Cリーグ トーシン メリポKY キヤノン
トーシン
メリポKY
キヤノン

Dリーグ
メリポKH 3位決定
明電舎
SMTC

東富士TC

決勝トーナメント
予選1位の4チーム、2位の4チーム、3位/4位の5チームそれぞれのトーナメント

〔決勝トーナメント〕

3. D-4位

4. C-3位

5. D-3位

1. A-2位

2. B-2位

3. C-2位

4. D-2位

1. A-3位

4. D-1位

2. B-3位

1. A-1位

2. B-1位

3. C-1位



《女子団体》 2016/2/7(日)開催

予選リーグ
Aはトーナメント(3位決定戦あり)、Bはラウンドロビン方式とする

Aリーグ
トーシン 3位決定
富士通

さくらテニスクラブ
メリーポピンズ

Bリーグ クレストン 沼津市役所 TCT
クレストン

沼津市役所
TCT

決勝トーナメント
予選1位/2位の4チームトーナメント、3位/4位チームの3チームラウンドロビンとする

〔決勝トーナメント〕

3位/4位 A3位 B3位 A4位
A3位
B3位
A4位

《ミックス団体》 2016/2/14(日)開催

予選
ラウンドロビン方式とする

Aリーグ ボンバーファミリー2 メリーポピンズ アクトスポーツクラブ

ボンバーファミリー2
メリーポピンズ

アクトスポーツクラブ

Bリーグ 時之栖TC トーシン SMTC イシバシテニスガーデン

時之栖TC
トーシン
SMTC

イシバシテニスガーデン

決勝
予選1位/2位の4チームトーナメント、3位/4位チームの3チームラウンドロビンとする

〔決勝トーナメント〕

3位/4位 A3位 B3位 A4位
A3位
B3位
A4位

2. B-2位

3. A-2位

4. B-1位

1. A-1位

2. B-2位

3. A-2位

4. B-1位

1. A-1位



第29回 山﨑杯クラブ対抗テニストーナメント

登録メンバー

《男子団体》 13 チーム

O'peace SMTC イシバシテニスガーデン クレストン キヤノン 明電舎 さくらテニスクラブ 東富士TC

小林　尭広 高嶋　宏次 近藤　徳夫 渡辺　克久 伊藤　雅俊 間部　喜之 高田　俊明 伊藤　広矩

八野　和也 上原　謙治 青木　建穏 山崎　淳一郎 坂田　志朗 和山　幸夫 高田　武志 杉平　成広

大橋　昭 塚田　賢和 堀江　理貴 差生　英昭 茶谷　一夫 片岡　結 下久保　賢 鈴木　達也

鈴木　克広 岩瀬　貴之 田ノ上　秀雄 日原　隆志 縣　伸一 藤井　正人 中村　圭佑 天野　翔

齊藤　直仁 山本　裕和 佐藤　慎治 江口　淳彦 田邊　真人 伊東　高見 今井　大輝 池田　将之

根上　朝光 元　祐太郎 佐藤　達彦 山本　悠斗 新藤　剛 山本　和之 土屋　朝貴 岡屋　晋伍

土屋　雄太 高宮　亨 小嶋　義則 本間　海 林　淳一 石川　智博 大村　潤一郎

井上　晃夫 河村　拓史 上田　剛史 小林　透典 長谷川　竜一 岩崎　克哉

池谷　弘 田村　崇 織部　欽章 淺田　真人 村上　達也 橋本　大輔

千葉　雄一 清水　俊彦 石橋　達朗 田上　公大

TCT メリポKH メリポKT メリポKY トーシン

佐野　真治 監物　宏明 片野　隆信 小松　禎史 深澤　誠

木本　年彦 大野　祥起 大石　将志 渡辺　和樹 壹岐　源士

安達　拓也 秋本　康晴 宮本　貴史 増田　寛 小澤　正典

加藤　悠起 白男川　裕之 加藤　大貴 岡山　祐樹 勝又　知渡政

内村　徳仁 椎田　真史 古徳　臣 大木　章裕 神島　勝俊

遠藤　洋介 横山　長治 厚木　優希 遠藤　陽介 長沢　和孝

遠藤　淳 中野　博之 中村　素史 中村　祐介

仲　佑紀 青田　広史 仲本　光

田中　諒弥 宮下　知朗

大井　寛崇 森本　紳司

《女子団体》 7 チーム

沼津市役所 クレストン さくらテニスクラブ 富士通 TCT トーシン メリーポピンズ

及川　真理子 杉本　恵子 長池　順子 中川　玲子 佐藤　いづみ 渡辺　克子 高橋　佳澄

小栗　令子 伊藤　優子 村井　富美 林　千加 松山　晶子 稲野　和美 平田　春菜

長野　わかな 加藤　信子 鈴木　香苗 杉山　理子 日吉　留美 中村　千里 白男川　深由紀

宮本　和子 長谷部　文恵 佐藤　志帆 北村　由起子 杉本　美幸 沼尻　容子 上柳　舞弓子

壱岐　幸 脇田　志津子 横松　布美枝 杉山　徳子 伊東　深雪 深澤　幸子 伊藤　優月

大岳　春代 中村　雅子 大坪　美保子 前迫　滋子 河野　真波 藤原　みつこ 小澤　英真

日永田　せつ子 小堺　千恵子 北村　尚子 河野　美哉 宮永　京子

小林　みちこ 大橋　善恵 仲　なつき 安田　寿美子

高田　昭子 仲　さつき

前田　麗子 伊藤　絢子

《混合団体》 7 チーム

SMTC イシバシテニスガーデン アクトスポーツクラブ ボンバーファミリー2 メリーポピンズ トーシン 時之栖TC

高嶋　宏次 中野　義典 河向　迪秀 遠藤　信 中野　博之 壹岐　源士 加藤　和昭

塚田　賢和 小嶋　義則 渡辺　俊徳 日比野　有高 監物　宏明 深澤　誠 石内　誠

高宮　亨 松岡　祐樹 室野　弘毅 土屋　勝裕 白男川　裕之 中村　祐介 千田　裕章

田中　圭一 田口　孔黄 横山　長治 宮下　知朗 吉岡　信浩

鈴木　久敬 片野　隆信 加藤　優作

平井　幸子 平松　幸子 柿本　すみ子 松本　睦美 西田　陽子 渡辺　克子 室伏　なをみ

八木　真澄 望月　恵三子 野村　友香 水口　雅子 監物　愛 中村　千里 石内　多恵子

辻美　智子 頴川　ゆう子 山田　るみ 覚張　智代 坂崎　綾香 深澤　幸子 吉岡　ますみ

井上　晃夫 伊藤　あかね 白男川　深由紀 稲野　和美 三井　理恵

吉岡　希紗


