
○試合日程及び会場
　 7月30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13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、試合の開始時間（見込み）、及び試合の進め方
・ 一般男子Ｂクラス（1R～3R、コンソレ）：8:00～
・ 一般男女Ａクラス、女子Ｂクラス、男子初級クラス：10:30～
・ 一般男子Ｂクラス（準々決勝以降）：13:00～
・

・

・

※

＜全試合＞ １セットマッチ　６－６タイブレーク
※各種目とも、１試合目の敗者のみコンソレーションマッチ（１試合のみ）を行う予定
（コンソレーションマッチへの参加を希望されない方は大会本部まで連絡をお願いします）

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）

○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。

○試合方法
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☆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。

一般男子Ｂクラスは、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、集合写真撮影を行う予定）

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。

その他のクラスは、10:10までにプレーのできる状態で受付を済ませてください
（10:15 より開会式、集合写真撮影を行う予定）。
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一般男子Aクラス

加藤 優作 (時之栖テニスクラブ) 小林 尭広 (O'peace)

本間 海 (クレストン) 杉田 行紀 (WTC)

中川 俊人 新井 俊弘
東城 大 杉山 寛隆

伊藤 広矩 村上 恵祐
池田 将之 砂山 昴

塩谷 友麻 (沼津市役所) 森野 英夫 (イシバシテニスガーデン)

土屋 朝貴 (さくらTC) 栗原 賀夫 (丹那TC)

熊谷 真幸 長崎 晃平
渡辺 良太 坪井 信邦

白男川 裕之 橋本 知考
宮本 貴史 谷澤 光臣

佐藤 卓也 高野 大翔
杉本 雅弥 宮下 統成

高野 将伍 秋本 康晴 (メリーポピンズ)

上原 範大 菊地 功一 (SETC)

喜多 健一郎
松岡 祐樹

一般女子Aクラス

鈴木 清美 (アクトスポーツクラブ) 日吉 留美
松本 睦美 (ボンバーファミリー2) 中村 みつこ

川原 牧子 (キヤノン) 及川 眞理子
杉本 恵子 (クレストン) 長野 わかな

壹岐 幸 安田 寿美子 (トーシン)

日永田 せつ子 大石 絵里 (富士宮ファミリー)

松山 晶子 (ＴＣＴ) 石内 多恵子
山田 るみ (アクトスポーツクラブ) 三井 理恵

千葉 富士子 (モムス) 工藤 えり子
野中 久美子 (三菱アルミ) 田中 陽子

稲葉 梨莉
櫻田 しずか

[1] 1 10

2 (イシバシテニスガーデン) 11 (アクトスポーツクラブ)

3 (東富士TC) 12 (GOB)

4 [3] 13

5 (TAS) 14

16 (GOB)

(本日庭球日)

[4] 6 (メリーポピンズ) 15 (旭化成)

9 (ITF)

7 (フリー)

8 (GOB) [2] 17

[1] 1

2

3 (沼津市役所)

[4] 4

5

[2] 11 (アクトスポーツクラブ)

6 (ＴＣＴ)

7 (沼津市役所)

[3] 8

9 (時之栖TC)

10 (キヤノン)
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一般男子Bクラス

伊藤 雅俊 福田 啓記
川崎 靖弘 山田 皓太

望月 一徳 眞野 敬士
渡邉 武蔵 岩田 李志

大塚 秀一 鶴岡 匠 (メリーポピンズ)

米澤 司 松沢 光司 (フリー)

長澤 和孝 鈴木 敬
後藤 啓太 村田 拓馬

鈴木 章弘 植松 馨 (ZERO)

藤田 誠一 大勝 眞 (日医工FTC)

豊田 真秀 (アンナバンTC) 田村 崇
巨椋 成幸 (WTC) 鈴木 航

堀江 理貴 富樫 貴裕 (モムス)

田ノ上 秀雄 白砂 直樹 (フリー)

奥田 正洋 杉江 裕彦
森田 亮 飯塚 仁敏

小林 透典 (明電舎) 千葉 佳彦
坂口 剛 (O'peace) 鈴木 尊也

小池 光伸 厚木 優希 (メリーポピンズ)

遠藤 洋介 根上 朝光 (O'peace)

前田 耕嗣 大橋 一仁
寺川 豪 大石 琢磨

伊藤 孝 森田 康裕
山本 信宏 山口 眞理夫

加藤 陸 神島 勝俊 (トーシン)

南條 裕二 川村 博史 (フリー)

太田 雄一 江塚 大陸
杉山 秀平 藤原 宙

渡辺 和樹 石井 崇大
小松 禎史 加藤 幹也

鈴木 克広 藤井 正人 (明電舎)

土屋 優太 沖島 治大 (富士通)

木村 直樹 西川 修平
石橋 達朗 和部 隼人

中村 大智 近藤 聡
西尾 悠希 岩堀 剛久

須藤 昭 (フリー) 関根 光太
石田 浩 (SCCテニスクラブ) 西澤 賢仁

杉崎 弘樹 後藤 寛
小川 尭史 下山 啓介

39 (富士市立高校)

40 (リコー)

37 (sw!ng)

38 (フリー)

35 (土曜サロン)

36

33

34 (浜松湖北高校)

31 (SCCテニスクラブ)

32 (フリー)

29 (フリー)

30

27

28 (城北クラブ)

25

26 (イシバシテニスガーデン)

23

24 (アクトスポーツクラブ)

21 (日大三島高校)

22 (本日庭球日)

19

20 (日大三島高校)

17 (明電舎)

18 (浜松湖北高校)

15 (メリーポピンズ)

16 (O'peace)

13 (フリー)

14 (ルネサンス静岡)

11 (三菱アルミ)

12 (アメイジング)

9

10 (ＴＣＴ)

7 (イシバシテニスガーデン)

8 (フリー)

5 (トモロウ)

6

3 (アクトスポーツクラブ)

4 (トーシン)

1 (キヤノン)

2 (富士市立高校)
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一般女子Bクラス

木野村 菜穂子 高富 涼子
金箱 陽子 瀧 亜矢乃

杉山 千晶 赤池 勝美 (ＴＡＳ)

岩崎 博子 望月 志津加 (富士ＴＣ)

大塚 美里 (アクトスポーツクラブ) 杉山 徳子 (富士通)

平口 梨沙 (フリー) 鈴木 郁乃 (アクトスポーツクラブ)

山本 菜美 坂部 みゆき
杉山 理子 榊 和江

熊谷 真琴 神部 梨華
矢川 伊緒那 遠藤 敏恵

古井 貴代
神尾 ちよみ

一般男子初級クラス

佐倉 直樹 太田 幹人
岡和田 満里奈 平田 敦也

山田 通康 金田 徳振
山田 輝美 増島 太平

野末 大貴 小原 敦
中村 旺海 小原 創

新井 美千代 横井 俊彦
新井 翼颯 小林 謙一

大木 章裕 (メリーポピンズ) 杉山 加寸秀 (ウンノストロベリー)

大木 浩輔 (アスルクラロ沼津) 坂田 侑祐 (フリー)

熊谷 佳和 大桒 怜音
長倉 真奈美 内山 桂希

鈴木 颯斗 森脇 渉
加藤 洸 和田 絵里佳

木脇 康博 (清水町LTC) 嘉数 大輔 (本日庭球日)

木脇 瑠菜 (SLTC) 福島 岳 (フリー)

(ＩＭＰＡＣＴ)

3 8

1 (Buddy Buddy) 6

2 (ウインビレッジ) 7

(Buddy Buddy)

4 (富士通) 9 (アクトスポーツクラブ)

5 (TAS) 10

(本日庭球日)

11 (本日庭球日)

1 (SCCテニスクラブ) 9 (浜松湖北高校)

2 (ルネサンス静岡) 10

(フリー)

3 (浜松湖北高校) 11 (フリー)

4 (本日庭球日) 12

5 13

6 (sw!ng) 14

8 16

(浜松湖北高校)

7 (浜松湖北高校) 15 (YODAX SPORTS)


