
○試合日程及び会場
　 1月16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
　 1月30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）

○新型コロナウィルス対策について
・

・

○エントリー、及び試合の進め方
・

・

・

※

・

＜一般男女Ａクラス：準決勝、決勝＞ ８ゲームプロセットマッチ（８－８タイブレーク）
＜その他＞ １セットマッチ（６－６タイブレーク）

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 　時之栖TC、クレストン

○事務局、問い合わせ先：明電舎　山本　和之（TEL:070-8949-4772）

http://numazu-ta.jp/D_onegai.pdf

第50回 小野杯ダブルステニス大会

☆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。

事前に「大会参加同意書」（下記参照、２枚：ペア分）に記入し、エントリ時に提出してください。提出
されない場合には参加できません。

[大会参加同意書]: http://numazu-ta.jp/2022/douisyo_ono-D.pdf (PDFファイル）

http://numazu-ta.jp/2022/douisyo_ono-D.docx (Wordファイル）

「小野杯ダブルス新型コロナウィルス感染対策のお願い」を熟読して参加願います。

[新型コロナウィルス感染対策のお願い]:

試合開始予定時間はドロー表に記載。

8:00 開始の選手は 7:45 までに、他の選手は試合開始予定時間の10分前までにプレーのできる状態でエン
トリを済ませること（通常より受付に時間がかかりますので、時間に余裕をもって集合してください）。

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１５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。

本大会は、試合数が多いためコンソレーションマッチは実施しません。

○試合方法

http://numazu-ta.jp/D_onegai.pdf
http://numazu-ta.jp/2022/douisyo_ono-D.pdf
http://numazu-ta.jp/2022/douisyo_ono-D.docx


第50回 小野杯ダブルステニス大会
2022年1月16日(日)、予備日 1月30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

中村 泰斗 三浦 翔太 (袋井クラウン)

草間 智史 9:00 9:30 鶴見 哲 (フリー)

武井 義明 (旭化成) 水口 翔龍
海野 健太郎 (Maruishi) 高橋 孝一

佐藤 康紀 土屋 朝貴 (さくらTC)

江本 渉太 9:00 9:30 古郡 優磨 (フリー)

鈴木 賢治 (ミナミ) 森田 剛生
宮下 知郎 (東レ) 大橋 俊和

秋本 康晴 (メリーポピンズ) 上原 慶大
本間 政博 (フリー) 9:00 9:30 上原 範大

森野 英夫 (イシバシテニスガーデン) 佐藤 泰樹
菊地 泰志 (沼津東高校) 平尾 匠

小川 憧大 萩原 大夢 (フリー)

中込 政樹 9:00 9:30 川崎 玲央 (TCT)

加藤 幹也 長田 紀晃
根上 朝光 佐藤 直樹

一般女子Aクラス

吉岡 沙恵 (時之栖TC) 石田 ゆな
野口 優那 (ミナミTC) 田原 優

佐藤 彰子 室伏 なをみ
井沢 康子 吉岡 ますみ

杉本 恵子 (クレストン) 木野村 菜穂子

山本 美津子 (静清グリーン) 工藤 えり子

足立 美智子 赤堀 凪
伊藤 あかね 山田 奈美子

50歳以上男子

長橋 克彦 山本 和之
森本 紳司 小林 幹成

村上 道輝 藤田 道雄
池田 雅彦 9:30 味岡 浩

平岡 卓 鶴淵 洋二
夏目 研 平山 久

神島 勝俊 (トーシン) 大野 信也 (明電舎)

田中 洋一 (TCT) 木本 年彦 (TCT)

大石 琢磨
大橋 一仁

60歳以上男子

藤井 正人 (明電舎) 片岡 結
沖島 治大 (富士通) 和山 幸夫

鈴木 政文 古田 榮
中村 洋一 高野 正一
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一般男子Bクラス

中野 博之 (メリーポピンズ) 豊田 大晃
山本 裕和 (SMTC) 南崎 純太

鈴木 佑輝 津田 暢亮
天野 晃作 8:00 内野 綾太

森 達哉 杉山 恭平
込山 佳輝 岡本 隼弥

草間 知紀 (ウンノストロベリーテニス) 坂口 剛
郡山 潤 (フリー) 土屋 優太

山部 順司 (リコー) 和部 隼人
風早 淳一 (フリー) 小松 佑貴

芹山 慶太 多賀谷 将史
柏木 駿 梶原 広行

福永 琢真 松永 千駆馬
林 真尋 8:00 平井 大和

長野 哲也 駒形 竜海
勝田 康孝 井樋 大貴

奥田 正洋 木下 信行
森田 亮 坂田 志朗

高嶋 宏次 新井 翼颯
高宮 亨 池ノ谷 侑人

本間 雄大 (kohwa TC) 大庭 嘉仁
大坪 開登 (グリーンポート) 工藤 誠之介

渡辺 颯 水野 徳夫
大滝 宙夢 山口 智己

根本 悠里 望月 孝幸
望月 颯太 淺沼 徳一

厚木 優希 (メリーポピンズ) 玉野 永遠
渡辺 一磨 (POMP) 脇 誇奨

大畑 智也 (HTC) 五十嵐 孝秀
松原 大樹 (フリー) 竹下 和希

加藤 達矢 (静岡ガス) 平 侑弥
森 達真 (GOTC) 8:00 田中 皎太

奥川 弘和 (フリー) 小川 優斗
寺﨑 均 (SMTC) 岡田 良勝

加藤 陸 (O'PEACE)

宮本 貴史 (メリーポピンズ)

一般女子Bクラス

中川 玲子 鈴木 美登里 (ミナミ)

林 千加 隈元 由美子 (TCT)

矢頭 舞衣子 鍋岡 直子 (グリーンヒル)

長尾 若菜 杉山 孝子 (庭球道)

藤井 淳子 (明電舎) 山本 菜美
芹澤 幸恵 (フリー) 北村 尚子

石田 実夕 高島 虹
佐藤 百花 杉本 優

白石 真弓 (O'PEACE)

宮本 梨紗 (メリーポピンズ)

一般女子初級クラス

菅原 陽子 瀧川 奈津子
松井 由美子 高橋 志津子

田中 千夏子 稲葉 ちなみ (フリー)

田中 苺夏 近藤 まゆみ (コスモステニスクラブ)

原賀 麻里
原賀 みづき

2 (フリー)

3 (セーシェルTC)

(富士通)
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15 32 (フリー)

16 33 (フリー)

14 31 (沼津市立沼津高等学校)
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13 (フリー) 30 (フリー)

11 28 (本日庭球日)

12 (沼津東高等学校) 29
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5 22 (コスモスTC)
8:30

4 21 (O'PEACE)
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3 (フリー) 20 (メリーポピンズ)
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2 (清水東高校) 19 (フリー)

1 18 (Freaks)
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一般男子Cクラス

藤山 裕 原沢 伊都夫
森脇 渉 谷澤 順二

内田 柊羽 米澤 司
眞田 響介 8:00 8:00 吉岡 俊樹

古根村 勇 後藤 優夜
萩山 宜男 鈴木 瑛太

杉本 康 斉木 大輔
増田 大吾 8:00 石田 世一

土勢 憲一朗 中村 祐輝
杉本 晃三 古田 孝臣

浮津 文彦 木脇 康博
中村 幸司 山口 統大

津吹 慎一 井熊 一成 (TEAM　TAKAI)

野田 貞春 8:00 勝俣 康一 (ぴろりんTC)

小原 敦 (ぴろりん) 川崎 卓弥
宇戸 正仁 (YYC) 8:00 佐倉 直樹

黒田 浩二 八木 健太郎
菅原 尚之 8:00 草刈 一郎

白土 慧 石川 直貴 (フリー)

渡邉 聡太 8:00 鈴木 柊也 (リックス静岡)

近藤 天空 (コスモステニスクラブ) 清水 大地
瀧澤 祐希 (D`ｓtennis club) 杉浦 翔

細川 公規 (桜TC山宮)

杉山 雄紀 (あおやま庭球塾)

一般女子Cクラス

大石 沙織 (フリー) 大石 綾乃
水口 早苗 (清水町ローン) 萩原 羽奈

桐戸 陽子 青山 みゆき
住沢 春奈 永島 楓

石塚 苺花 本間 ほのか
石塚 梨花 碓井 裕梨

熊澤 歩 石田 敬子
田村 雅子 福島 真奈

一般男子／混成初級クラス

井沢 毅司 (TTT) 羽切 愛実
山田 智稚 (ルネサンス静岡) 山田 泰地

杉山 泰 植田 賢司
中島 光一 松田 由美子

篠原 容子 (明電舎) 吉原 由紀路
高田 政美 (フリー) 吉原 和成

田中 秀橙 (フリー) 水口 紀隆 (フリー)

近藤 空海 (コスモスTC) 渡辺 未枝子 (Buddy Buddy)

杉江 裕彦 (ドリーム) 松尾 和良
齊藤 知美 (フリー) 齊藤 春樹

間宮 宏 (フリー)

土屋 国彦 (あおやま庭球塾)
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