
主　　催 沼津テニス協会

協　　賛 雄大株式会社

後　　援 沼津市教育委員会、NPO沼津市体育協会

協　　力 協会加盟各テニスクラブ

日　　程 ２０１９年５月２６日（日）　　男Ａ/Bリーグ、女子Aリーグ

　　　　　６月　２日（日）　　男Cリーグ、女子Ｂリーグ

　　　　　６月　９日（日）　　男子D/E/F/Gリーグ

　　　　　６月２３日（日）　　予備日

　　　　　６月３０日（日）　　予備日

開始時刻はいずれの日も９時開始です。全チーム8:45までにエントリーを済ませてください。

会　　場 沼津市営愛鷹運動公園テニスコート（サーフェース：サンドグラス）

試合形式 1 各リーグは、ラウンドロビン方式(総当たりのリーグ戦)にて行う。

詳細は以降の「リーグ構成」を参照のこと。

2 各チームの１対戦は、次の計3ポイントにて、勝敗を決める(2-0の場合も3試合目を実施する)

男子：シングルス2ポイント、ダブルス1ポイント

女子：シングルス1ポイント、ダブルス2ポイント

3 各チームの１対戦は、基本、以下の順で行うが、試合進行を優先し対戦できるところから順に入る。

男子：ダブルス→シングルスNo2→シングルスNo.1

女子：ダブルスNo2→ダブルスNo1→シングルス

4 各チームの１対戦のメンバー数は、以下とする。

男子：4名（シングルス2名、ダブルス2名)

女子：5名（シングルス1名、ダブルス4名)

5 各チームの１対戦においてひとりが複数の試合に出場することはできない。

6 各チームの１対戦の試合開始前にメンバー交換を行う。この時会場にいないメンバーは出場できない。

7 各試合は、１セットマッチ（６ゲーム）６－６の場合タイブレークとする。　

男子Aリーグ、女子Bリーグは、8ゲームズプロセットマッチ 8-8の場合タイブレーク。　

　＊男子A、女子Bは、会場で各チームの合意のもと変更する場合があります。

　＊会場の都合で変更する場合があります。

8 登録メンバーの変更・追加は、開催日2日前までに事務局に連絡することで可能とする。

当日は、ひとりだけメンバーの変更・追加を可能とする。

順位決定方法 JTAテニスルールブック2019 ラウンドロビン方式に従う。[沼津ルール]ただし、リタイアは完了試合とみなす。

1 完了試合数の多い方を上位とする。

2 チームの勝率の高い方を上位とする。

3 2者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。

4 3者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

5 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。

6 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。

7 上記各項によって順位が確定できない場合は、くじ引きで決定する。

入れ替え 1 上位リーグの５位と下位リーグの１位とは、次年度に入れ替える。

2 入れ替え戦は実施しない(2015年度～)。

問い合せ 沼津テニス協会事務局  高橋聖樹

info@numazu-ta.jp

その他注意事項

＊ 当日の運営はとりまとめチームを主に全チーム協力し、行ってください。

＊ 記録は各リーグ対戦表は以下のチームがとりまとめ、事務局に報告願います。

《取りまとめチーム》(*1)

5月26日  TCT

6月 2日  リコー、メリーポピンズ

6月 9日  明電舎

結果を記載したオーダー交換用紙を各対戦ごとに１枚を必ず事務局

に提出お願いします。タイブレークのスコアも明記してください。

＊ ボールは前日までに管理事務棟に準備します。

オーダー交換用紙は各チーム印刷し、持参してください。

[2019] 第38回沼津リーグ  ドロー



男子
2019/5/26(日)

1 2 3 4 5 順位

1 さくらテニスクラブ

2 時之栖TC

3 TCT-A

4 BYE

5 BYE

2019/5/26(日)

1 2 3 4 5 順位

1 メリーポピンズA

2 O`PEACE-A

3 SMTC

4 キヤノンA

5 BYE

2019/6/2(日)

1 2 3 4 5 順位

1 トーシンA

2 メリーポピンズB

3 リコー

4 メリーポピンズC

5 三菱アルミA

2019/6/9(日)

1 2 3 4 5 順位

1 明電舎

2 富士通

3 SCCテニスクラブA

4 サタデ－エイツTT

5 沼津市役所

2019/6/9(日)

1 2 3 4 5 順位

1 TCT-B

2 本日庭球日A

3 トーシンB

4 イシバシTG

5 キヤノンB

2019/6/9(日)

Fリーグ

1 2 3 4 順位

1 TGTC

2 沼津テニスクラブ

3 三菱アルミB

4 本日庭球日B

2019/6/9(日)

1 2 3 4 順位

1 SCCテニスクラブB

2 アスルクラロ沼津

3 GOTC

4 O'PEACE-B

女子
2019/5/26(日)

1 2 3 4 5 順位

1 アクトスポーツクラブ

2 クレストン

3 TCT

4 SMTC

5 BYE

2019/6/2(日)

1 2 3 4 5 順位

1 BLC

2 TGTC

3 富士通

4 BYE

5 BYE

Bリーグ

Dリーグ

Eリーグ

2019年沼津リーグ構成

Aリーグ

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

Fリーグ

Gリーグ



さくらテニス

クラブ
時之栖TC TCT-A クレストン 東富士TC

メリーポピン

ズA

O'PEACE

-A
SMTC キヤノンA

アクトスポー

ツクラブ
高田　俊明 杉本　秀隆 佐野　真治 中野　博之 齋藤　直仁 高嶋　宏次 伊藤　雅俊

高田　武志 加藤　和昭 木本　年彦 監物　宏明 八野　和也 上原　謙治 茶谷　一夫

今井　大輝 鈴木　大輔 安達　拓也 大野　祥起 大橋　昭 元　裕太郎 田邊　真人

土屋　朝貴 西山　大貴 加藤　悠起 椎田　真史 小林　尭広 高宮　亨 牧角　康平

高木　凌 青木　琉莞 染葉　真一 秋本　康晴 土屋　優太 塚田　賢和 小林　進介

加藤　博夢 石内　誠 仲　佑紀 白男川　裕之 根上　朝光 山本　裕和 柏原　良太

吉岡　信浩 川崎　鈴央 橋本　哲英 ロバート　エバンズ 縣　伸一

大端　大 杉山　恭平 岩瀬　貴之 須賀　康仁

松尾　祐希 稲木 直人 

川元　秀倫

清板　祥伴 

勝又　薫

大川　篤 

井上　晃夫

蓬生　明男 

北村　巌

Aリーグ Bリーグ

欠場欠場欠場



トーシンA
メリーポピン

ズB
リコー

メリーポピン

ズC

三菱アルミ

A
明電舎 富士通

SCCテニス

クラブA

サタデ－エ

イツTT
沼津市役所

壹岐　源士 大石　将志 江崎　直幸 青田　広史 寺川　豪 山本　和之 杉浦　由紹 大石　琢磨 植野　亮 石川　貴文

深澤　誠 宮本　貴史 後藤　寛 渡辺　和樹 多田　信彰 間部　喜之 関口　勝友 川崎　卓弥 秋山　光浩 秋山　孝道

奥田　正洋 加藤　大貴 下山　啓介 大木　章裕 佐藤　弘 長倉　雅秋 沖島　治大 雨宮　哲郎 菊地　功一 朝日　俊之

森本　紳司 古徳　臣 菅野　博文 片野　隆信 鷲山　宏治 藤井　正人 田中　稔 新宮　歩 平井　僚 石川　大夢

森田　亮 厚木　優希 北野　亨 岡山　祐樹 鳥居　正樹 林　淳一 高橋　聖樹 長澤　潤二 嘉屋　一樹 岩﨑　克己

神島　勝俊 杉山　雄紀 小原　岳 横山　長治 萩原　大夢 小林　幹成 北村　達也 石川　祐也 伊藤　和正 勝又 篤志

野田　和正 小松　禎史 浅田　真人 渡辺　昭夫 松田　慧太 堤 優斗

藤江　陽平 遠藤　陽介 小林　透典 渡辺　孝児 村松　祐介 河辺　翼

鈴木　優希 佐野　和之 木村　直樹 黒田　博史 高橋　和哉 木内　一元

石井　俊輔 長田　大悟 石橋　達朗 勝又　裕之 堀江　理貴 監物　厚

片岡　結 山崎　祐輔 河野　浩

和山　幸夫 鈴木　道弘 鈴木　文男

滝山　茂

筑木　和正

長橋　憲一

日永田　重行

望月　優作

髙嶋　晃一

横井　淳

米山　祐介

亀田　達也

塩谷　友麻

Cリーグ Dリーグ



TCT-B
本日庭球日

A
トーシンB イシバシTG キヤノンB TGTC

沼津テニス

クラブ

三菱アルミ

B

本日庭球

日B
渡辺　光洋 名古屋　優 遠藤　眞弘 臼井　考ニ 石田　功 関　浩芳 庄司　一洋 松葉　範康 金田　徳振

山内　利晃 永田　準 畔柳　光也 中川　俊人 木下　信行 山本　信宏 土屋　敏一 片山　隆 星野　雄大

小池　光伸 片山　徹 吉筋　賢 田村　崇 坂田　志朗 伊藤　孝 中野　文雄 岩口　智由 浅野　政海

遠藤　洋介 横山　智久 長沢　和孝 山田　信人 工藤　和秀 野村　忠義 辻　昭彦 堀籠　博志 村松　智幸

本多　正計 加藤　煌大 畔柳　敏広 青木　建穏 土谷　利一 田代　昭彦 高田　道雄 与田　道広 後藤　裕

加藤　充宏 柏木　守 小沢　正典 大橋　俊和 池田　喜充 鈴木　敦 高柳　雅彦 八木　健二

佐々木　良和 長崎　晃平 勝又　浩美 鈴木　航 豊泉　悟崇 水口　紀隆 栗原　広幸 木田　幸治

田中　洋一 田ノ上　秀雄 鳥越　利幸 伊藤　栄敏 忠内　秀敏

吉村　幸正 菊池　英之 荻田　博道 小針　一仁

高田　晃宏 勝又　知渡政 中谷　宣人

大村　陸

ＦリーグEリーグ



SCCテニスク

ラブB

アスルクラ

ロ沼津
GOTC

O'PEACE-

B
大関　哲哉 越川　充 上原　慶大 坂口　剛

佐倉　直樹 芹澤　海音 上原　範大 鈴木　克広

江本　敏和 藤川　翔也 加藤　陸 宮澤　祐太

石田　浩 浅沼　大輝 金指　衛 齋藤　圭

望月　彰人 相良　亜周 長島　陸 杉山　巧樹

長谷川　和人 細谷　暖 高野　将伍 宮崎　優佑

岡本　邦彦 加田　翁将 杉山　将太 加藤　幹也

新井　翼颯

Gリーグ



アクトスポー

ツクラブ
クレストン TCT SMTC 時之栖TC

メリーポピン

ズ
BLC TGTC 富士通

岡田　富江 杉本　恵子 杉本　美幸 平井　幸子 姉川　美和子 及川　真理子 中川　玲子

柿本　すみ子 伊藤　優子 大石　典子 八木　真澄 秋山　洋子 小栗　令子 林　千加

浅田　よし子 加藤　信子 佐藤　いづみ 辻　美智子 石川　もとえ 壹岐　幸 北村　由起子

野村　友香 掛橋　智美 仲　さつき 本多　澄美 大西　美和子 山口　由紀 山本　菜美

卜部　総子 高田　香苗 田中　しのぶ 水口　凌桜 金子　久美子 大岳　春代 杉山　理子

中野　眞由美 山本　真奈美 松山　晶子 小澤　葉月 佐野　孝子 日永田　せつ子 田中　まゆみ

平林　妙子 河野　美哉 山本　のり子 下田　まさ子 大橋　善恵

水口　雅宥子 日吉　留美 尾田　真理子 細貝　加代子 北村　尚子

稲葉　梨莉 草ヶ谷　絢子 北村　洋子 木代　縁

櫻田　しずか 仲　なつき 斉藤　真子 植田　静香

里　菜央 河野　真波 関　敦子

田中　智紗 栗原　牧子 

土屋　智美 

大橋　りか

Aリーグ Bリーグ

欠場 欠場


