
○試合日程及び会場
　 7月31日(日)  全種目決勝まで 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート
　 8月14日(日) 予備日 全種目決勝まで 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

☆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する場合がありますので、必ず会場に集合してください）

○エントリー、及び試合の進め方
・
・

※

＜一般男子／女子Ａクラス＞ １セットマッチ
＜一般男子／女子Ｂクラス＞ １セットマッチ
＜初級クラス男子／女子＞ 　ノーアド６ゲーム先取

※各種目ともコンソレは、ノーアド６ゲーム先取（コンソレは１試合目の敗者のペア同士で１試合）

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。
・試合前の練習はサービス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。 （フットフォルトに注意すること）

○キャンセルについて
・

・

・

・

・

・

・

① ⑧ ①
② ⑨ ②
③ ⑩
④ ⑪
⑤ ⑫
⑥ ⑬
⑦

石川・川崎(SCCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
大石・鈴木(SCCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

　　■初級クラス男子
田口・駒形(フリー)
大波・高階(ルネサンス)

神村・加藤(浜松湖北高校)
川﨑・夏目(浜松湖北高校)
鈴木・佐藤(浜松湖北高校)
江塚・藤原(浜松湖北高校)
中畑・山本(浜松湖北高校)
藤森・野末(浜松湖北高校)
大桒・谷口(浜松湖北高校)

髙井・ 堤 (浜松湖北高校)
伊藤・ 嵐 (J-ARASHI)
佐藤・佐藤(三菱アルミ)
大和田・前田(SCCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

■一般男子Bクラス

キャンセルされた場合には、参加料の返金はいたしません。

ウエイティングリストに登録されているペアの責任者は、7/30 17:00 以降、電話連絡が行えるよう
にしておいてください。
参加はキャンセルしたペアのドロー番号への参加となります（場合によっては、初戦から同一団体
のペアと対戦する可能性もあります）。

＜ウェイティングリスト＞

○試合方法

BODY DESIGN PLANNING PRESENTS

一般男子Bクラス、初級クラス男子には、キャンセル待ちのペア（ウエイティングリスト参照）がい
ますので、参加できない場合は前日(7/30 17:00)までに、事務局へキャンセルの電話連絡をお願い
します（全試合雨天順延となった場合には、キャンセルは取り消され、再確認いたします）。尚、
ウエイティングの有無により、種目ごとにキャンセルの扱いが異なります。

※キャンセルにより、全参加者数が減った場合でも、他の種目の参加数を増やすことはありませ
※大会前日 17:00 以降に、正当な理由なく棄権した場合には、ペナルティとなる場合があります。

前日(7/30 17:00)までにキャンセルされた場合には、参加料の返金を行います。
前日(7/30) 17:00以降のキャンセルの場合には、参加料の返金はいたしません。
前日までにキャンセルがあった場合には、ウエイティングリストの順に、電話、又はメール（電話
で連絡がつかない場合）で連絡し、参加の確認を行います。前日（7/30）の 19:00 までに、参加の
確認が行えなかった場合には、次の優先順位のペアに参加優先権利が移動しますので、早めに確認
結果を連絡してください。

大会当日にキャンセルが発生した場合でも、ウエイティングリストの優先順に参加を認めます。こ
の場合、下記で参加ペア、参加ドロー番号を決定します。
①　大会当日、7:40 までに受付を行ったウエイティングリストのペアで、ウエイティングリストの
　　優先順（前日までに参加が決定しているペアは除く）
②　複数のキャンセルがあった場合は、ドロー番号は抽選で決定する
※キャンセルが発生しなかった場合には、受付して頂いても大会に参加できないことになります。

第38回 会頭杯ダブルステニス選手権大会

☆予備日に順延となった場合には、ペアの変更（１名のみ）を認めます。

7:40までにプレーのできる状態で受付を済ませてください（7:45 より開会式を行う予定）。
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。

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た選手は、受付にボールを
取りに行き、試合コート付近で現在の試合が終わるのを待って、試合終了後、速やかにコートへ入って
ください。尚、ボールは、エントリ番号が若番の選手に渡します。

＜一般男子Bクラス、初級クラス男子（ウエイティングあり）＞

＜一般男子／女子Aクラス、一般女子Bクラス、初級クラス女子（ウエイティングなし）＞



○注意事項
・テニスコート内での飲食、喫煙は禁止します。 ・忘れ物・落し物の無いように注意願います。
・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。
・試合終了時には身のまわりのゴミ等のかたづけをお願いします。
・天候等の状況により試合が行われるかどうかを、愛鷹テニスコートに直接電話で問い合わせないこと。

○レフェリー ○担当クラブ　兼　ロービングアンパイア
佐野　真治 　沼津市役所、ＴＣＴ、東富士ＴＣ

○事務局、問い合わせ先
　明電舎　山本　和之（TEL:090-8474-9074）

・大会ウェア規定が緩やかになりました。下記の「テニスにふさわしい服装」で参加可能です。
　(1) 当日の担当レフリーが判断します。          (2) 公認テニスウエアを推奨します。
　(3) ロゴ規定はありません。プラクティスウエアでも結構です。
　(4) Ｔシャツも着用可です。ただし、イラスト、絵、写真、メーカーロゴやチーム名以外の文字
      が、大きくプリントされているものは着用できません（大きさの目安は手のひらぐらい）。
　(5) ゲーム中も長いパンツ、足首までのスパッツ等を着用できます。
　※　この規定はあくまで本大会のものです。県協会の試合や一般の試合は、ルールブックの服装
      規定が適用されます。ご注意ください。
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2016年7月31日(日)、予備日 8月14日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子Aクラス

加藤 優作 (時之栖TC) 内山 隆平 (旭化成)

本間 海 (クレストン) 長橋 克彦 (静岡ガス)

吉田 玲音 (日大三島高校) 渡辺 明仁
樋口 凌馬 (沼津工業高校) 能網 康人

飯塚 芳康 松田 充功
薄井 利夫 望月 慈

岩崎 克哉 渡辺 泰延 (桜TC山宮)

伊藤 広矩 藤田 道雄 (日医工FTC)

熊谷 真幸 杉平 成広
佐野 吉史 鈴木 達也

興梠 貴久 (アンナバンTC) 岩野 匠海 (沼津高専)

萩原 明彦 (フリー) 杉山 直己 (桐陽高校)

岡部 良祐 (メリーポピンズ) 中野 博之 (メリーポピンズ)

竹田 浩崇 (ハマー) 塚田 賢和 (SMTC)

秋本 康晴 伊藤 雅俊
白男川 裕之 川崎 靖弘

武井 義明 海野 健太郎
向野下 達也 黒川 陽平

武田 孔明 藤田 充
野間 雄介 谷澤 光臣

奥田 正洋 宮本 貴史
森田 亮 加藤 大貴

岩田 晧生 新井 俊弘
相馬 悠樹 杉山 寛隆

喜多 健一郎 橋本 知孝
松岡 祐樹 澤崎 健一

荒井 暁
永田 昌大

[2] 27 (TAS)

25 (アクトスポーツクラブ)

26 (ココア倶楽部)

23 (旭化成)

24 (メリーポピンズ)

21 (キヤノン)

22 (Maruishi)

19

(TAS)

17

[4] 20

(フリー)

13 (ITF)

11 (フリー)

12 (日医工FTC)

9 (Maruishi)

(東富士TC)

14

16

18

15

6

10 (旭化成)

7

[3] 8 (メリーポピンズ)

(フリー)

4 (東富士TC)

5 (TAS)

[1] 1

2

3
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2016年7月31日(日)、予備日 8月14日(日)  沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

一般男子Bクラス

坂田 志朗 金田 徳振
木下 信行 小倉 英二

片岡 結 内田 一輝
和山 幸夫 磯部 隼也

吉村 修 鈴木 康弘
渡邉 武蔵 松平 康弘

田ノ上 秀雄 渡邉 拓馬
堀江 理貴 望月 一徳

深沢 翔平 高橋 伊織 (セーシェル)

矢尾 尚大 水口 翔龍 (フリー)

大野 将希 井原 芳章
山田 悠介 嘉数 大輔

東城 大 富樫 貴裕 (モムス)

津田 明男 白砂 直樹 (フリー)

植松 馨 (ZERO) 高橋 弘
大勝 眞 (日医工FTC) 原沢 伊都夫

村越 浩充 (SCCテニスクラブ) 森 健一
山口 高範 (イル・フォルテ) 米澤 司

吉筋 賢 長倉 雅秋 (J-ARASHI)

畔柳 敏広 藤井 正人 (明電舎)

井出 裕介 小松 優太 (ミノリアール静岡)

西澤 賢仁 池辺 基起 (フリー)

杉山 巧樹 (O'peace) 唐澤 陽里
小林 透典 (明電舎) 木村 聡志

坪井 信邦 秋山 光浩 (ＴＣＴ)

岩田 李志 菊池 功一 (フリー)

宮川 翔吾 近藤 徳夫
桃井 崇 千葉 雄一

柳田 恭輔 村田 拓馬
松本 光樹 鈴木 敬

齋藤 慎哉 竹内 進
多賀 直人 福島 孝一

鈴木 章弘 大橋 一仁
藤田 誠一 新宮 歩

厚木 優希 (メリーポピンズ) 加々良 重徳 (ミノリアール静岡)

杉山 雄紀 (フリー) 井上 好幸 (アクトスポーツクラブ)

片山 徹 一瀬 裕之
眞野 敬士 郷原 瑞樹

大野 祥起 (メリーポピンズ)

向坂 泰司 (フリー)

38 (フリー)

39

36 (SCCテニスクラブ)

37

34 (アクトスポーツクラブ)

35 (モムス)

32

33 (イシバシテニスガーデン)

30

31 (暁秀高校)

28 (チームSJNK)

29

26

27 (フリー)

25 (本日庭球日)

(モムス)

23 (富士市立高校)

(本日庭球日)

21 (浜松湖北高校)

19 (本日庭球日)

20

22

24

17 (トモロウ)

18

15 (浜松湖北高校)

16 (モムス)

13 (本日庭球日)

14 (フリー)

11 (富士市立高校)

12

9

10 (トーシン)

7 (ミノリアール静岡)

8

6 (浜松湖北高校)

3 (富士市立高校)

4 (イシバシテニスガーデン)

1 (キヤノン)

2 (明電舎)

5 (暁秀高校)
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一般女子Aクラス

鈴木 清美 (アクトスポーツクラブ) 安田 寿美子
松本 睦美 (ボンバーファミリー2) 宮永 京子

壹歧 幸 小池 孝子 (ＮＷＴＣ)

日永田 せつ子 平林 妙子 (アクトスポーツクラブ)

宇佐美 典子 (ウインビレッジ) 長野 わかな
中村 みつこ (TIM) 及川 眞理子

松山 晶子 (TCT) 塚本 恵理 (フリー)

卜部 総子 (アクトスポーツクラブ) 塩坂 佳美 (グリーンヒル)

鈴木 いずみ 河野 真波
石井 佐知子 田中 智紗

杉本 恵子 田中 陽子
芳沢 あゆみ 工藤 えり子

小川 美貴 植松 史帆 (Maruishi)

茂住 玲那 池田 映夢 (SMTC)

日吉 留美 (ＴＣＴ) 深澤 幸子
稲野 和美 (トーシン) 渡辺 克子

一般女子Bクラス

平田 春菜 藤井 淳子 (明電舎)

高橋 佳澄 山本 明美 (フリー)

増田 夏帆 石原 千聖
水野 陽菜 渡邉 愛梨

山本 菜美 (フリー) 望月 優希
杉山 理子 (富士通) 若林 里奈

足立 美智子 植松 由希
大嶽 江梨花 鈴木 尚美

久島 千佳 (アクトスポーツクラブ) 山口 郁子 (モムス)

小倉 陽子 (本日庭球日) 勝俣 暁子 (フリー)

佐々木 綾菜 長池 順子 (さくらTC)

臼井 桃香 長池 沙映 (下田高校)

宮本 寛子 (フリー) 芹澤 ひなの
森 順子 (にわたま) 佐藤 未来

齋藤 柚葉 坂部 みゆき
高橋 愛夢 榊 和江

(トーシン)

2 (沼津市役所) 10

4 [3] 12

[1] 1 9

3 11 (沼津市役所)

(キヤノン)

[4] 5 (メリーポピンズ) 13 (TCT)

6 (クレストン) 14

7 (富士市立高校) 15

(下田高校)

(トーシン)

1 (メリーポピンズ) 9

8 [2] 16

2 (富士市立高校) 10

3 11 (富士市立高校)

6 (下田高校) 14

(アクトスポーツクラブ)

5 13

4 (アクトスポーツクラブ) 12

(アクトスポーツクラブ)

7 15 (暁秀高校)

8 (富士市立高校) 16
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一般男子初級クラス

中尾 浩二 杉山 加寸秀 (ウンノストロベリー)

石橋 達朗 坂田 侑祐 (あおやま庭球塾)

横井 俊彦 遠藤 一彦
横井 裕斗 望月 博文

伊藤 孝 杉江 裕彦
後藤 謹幸 飯塚 公敏

大木 章裕 (メリーポピンズ) 佐野 尚哉
大木 浩輔 (アスルクラロ沼津) 加藤 滉大

杉本 康 木村 直樹 (明電舎)

増田 大吾 鈴木 隆久 (フリー)

村松 祐介 西尾 悠希
土井内 和喜 加藤 洸

宮崎 和男 後藤 裕
渡辺 義之 近藤 大地

山口 和彦 佐倉 直樹
中島 章成 大関 哲哉

一般女子初級クラス

鈴木 郁乃 (アクトスポーツクラブ) 土屋 葉月
望月 志津加 (富士テニスクラブ) 高橋 歩美

桑原 里実 栗林 遥水
土井内 浩美 栗林 和美

飯田 咲喜 石田 敬子
山崎 沙彩 山田 素美

石川 智恵 金箱 陽子
早川 千津 木野村 菜穂子

日向 桃花 山本 侑奈
鈴木 萌香 村山 歩佳

熊谷 真琴 渡辺 千尋 (フリー)

矢川 伊緒那 飯田 彩捺 (にわたま)

西村 圭美 福島 真奈 (Peach Stone)

篠原 容子 金子 紀子 (アクトスポーツクラブ)

1 (明電舎) 9

(フリー)

3 (フリー) 11 (城北クラブ)

2 (フリー) 10

(浜松湖北高校)

4 12 (TAS)

5 (フリー) 13

6 (フリー) 14

(SCCテニスクラブ)

7 (本日庭球日) 15 (フリー)

8 (フリー) 16

1 8 (下田高校)

(ソレイユＩＳＰ)

3 (下田高校) 10 (NICS)

2 (フリー) 9

(下田高校)

4 (Peach Stone) 11 (SCCテニスクラブ)

5 (下田高校) 12

7 (明電舎) 14

6 (TAS) 13


