
会場 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート

試合日程 2017年10月1日(日)　男子団体、女子団体

予備日　なし

順延は試合当日、会場で決定します。

受付 すべてのチーム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。

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] 本戦・コンソレとも1回戦は、5試合すべてを行い、2回戦以降は勝敗が決まり次第、以降の

試合は行わない。
本戦の試合は、1セットマッチ6-6の場合タイブレークで行う。

コンソレの試合は、6ゲーム先取で行う。

[女子] 本戦・コンソレとも1回戦は、3試合すべてを行い、2回戦以降は勝敗が決まり次第、以降の

試合は行わない。

本戦の試合は、1セットマッチ6-6の場合タイブレークで行う。

コンソレの試合は、6ゲーム先取で行う。

[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。

団体登録メン

バーの交替

メンバー変更は、開催日2日前まで何名でも変更可能とします。

開催日当日は１団体1名のみ変更可能とします。（最大人数未満の場合は追加も可能）

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できません。

2日前までのメンバー変更は、info@numazu-ta.jp (フリーフォーマット：わかるように記

述して頂ければOK)にメール連絡ください。

当日のメンバー変更は、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 、高橋：090-8734-9598
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第71回 沼津市スポーツ祭テニス大会
2017年10月1日(日)、予備日 なし  沼津市愛鷹運動公園テニスコート

男子団体

・ 1回戦はチームの勝敗が決まっても5試合行う
・ 2回戦以降はチームの勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない
・ 本戦は、すべて1セットマッチ6-6の場合タイブレーク

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1回戦はチームの勝敗が決まっても5試合行う
・ コンソレ2回戦以降はチームの勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない
・ コンソレは6ゲーム先取

女子団体

・ 1回戦はチームの勝敗が決まっても3試合行う
・ 2回戦以降はチームの勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない
・ 本戦は、すべて1セットマッチ6-6の場合タイブレーク

女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1回戦はチームの勝敗が決まっても3試合行う
・ コンソレ2回戦以降はチームの勝敗が決まり次第、以降の試合は行わない
・ コンソレは6ゲーム先取
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男子団体

アスルクラロ沼津 O'PEACE 明電舎A 明電舎B ミウラ・Z-Win キヤノン

吉筋　悠秦 鈴木　克広 山本　和之 片岡　結 植野　亮 伊藤　雅俊

大河　佑貴 小林　尭広 間部　喜之 和山　幸夫 秋山　光浩 茶谷　一夫

塩崎　凱世 根上　朝光 藤井　正人 石橋　達朗 菊地　功一 柏原　良太

芹澤　海音 大橋　昭 林　淳一 木村　直樹 村松　祐介 田邊　真人

松澤　大和 三田　哲司 小林　幹成 市毛　雄基 松田　彗太 縣　伸一

三田　悠司 土屋　優太 浅田　真人 伊東　高見 鈴木　道弘 川崎　靖弘

齊藤　直仁 森口　僚 浜田　孝俊

八野　和也 森本　紳司 新藤　剛

杉山　寛隆

イシバシテニスガーデン メリーポピンズ スマパン さくらテニスクラブ SCCテニスクラブ TCT

堀江　理貴 秋本　康晴 渡辺　和樹 高田　武志 大石　琢磨 佐野　真治

青木　建穏 宮本　貴史 小松　禎史 今井　大輝 大橋　一仁 安達　拓也

河村　拓史 加藤　大貴 監物　宏明 土屋　朝貴 川崎　卓也 大端　大

田村　崇 厚木　優希 大石　将志 石川　智博 石川　祐也 川崎　鈴央

田ノ上　秀雄 大野　祥起 片野　隆信 高田　俊明 新宮　歩 染葉　真一

中川　俊人 白男川　裕之 岡山　祐樹 岡本　邦彦 遠藤　洋介

鈴木　航 長澤　潤二 加藤　悠起

仲　佑紀

木本　年彦

TGTC 時之栖ＴＣ

関　浩芳 杉本　秀隆

山本　信宏 吉岡　信浩

伊藤　孝 鈴木　大輔

野村　忠義 加藤　優作

大嶽　輝晃 西山　大貴

田代　昭彦 長島　一雄

森井　徹 加藤　和昭

関　訓芳 石内　誠

鈴木　敦 千田　裕章

宮下　昴大 田形　雄一

鈴木　啓司

田中　純

女子団体

トーシン 富士通 沼津市役所 SKM TCT with N

稲野　和美 中川　玲子 日永田　せつ子 杉本　恵子 日吉　留美

沼尻　容子 林　千加 壹岐　幸 平田　春菜 佐藤　いづみ

深澤　幸子 北村　由起子 長野　わかな 鈴木　香苗 大石　典子

宮永　京子 山本　菜美 小栗　令子 石原　千聖 仕平　智津

安田　寿美子 杉山　理子 山口　由紀 山崎　沙彩 西田　陽子

渡辺　克子 杉山　徳子 及川　眞理子 松山　晶子

北村　尚子

[2017] 第71回 沼津市スポーツ祭 テニス大会　団体戦登録メンバー


