
　　第２５回秋の富 士 宮 市チーム対抗戦 テ ニ ス 大 会
　　　期日：　２０１９年　９月　８日（日）　　（予備日：　９月　２９日（日））

種目：　団体戦　　（男子D　３ポイント　、女子は成立せず）

場所：　富士宮市民テニスコート（砂入り人工芝４面使用）

主催：　富士宮市テニス協会

後援：　富士宮市教育委員会
〇大会会長 赤堀秀則

〇大会委員長 松本成章

〇大会委員 秋鹿秀之　嶋沢英晃　中村和文

土屋正芳　豊田真秀　岩崎安雄

〇レフェリ－ 大会役員

〇事務局 早出 武　

やむえない理由で試合方法が変更になる場合もありますので予めご了承下さい。

① エントリ-受付 ８時５０までに受付を済ませて下さい

参加メンバ－が６名以上揃っていない場合は、受付はできません。

（５名以下では、出場できません。）

大会当日受付時のみ、追加も含めて２名までのﾒﾝﾊﾞｰ変更が可能です。

登録可能人数は、８名までです。

② 試合方法 予選リーグ戦を行ない、 順位決定戦を行ないます。　

　 　 審判はセルフジャッジで。　但し不明なジャッジが続く場合は大会役員まで申出下さい。　　

ウォーミングアップはサービスのみでお願いします。

試合方法は、組み合わせ表を参照ください。

ベンチコ－チは、1名のみ可能です。

天候等の影響で試合方法が変更になることもありますので、ご了承ください。

③ 予選順位決定方法①勝ち数　　②取得セット率

③取得ケ゛ーム率　 ④直接対決勝者　で決定します。

④ 連続的プレー 1ケ゛ーム目終了後はヘ゛ンチ休憩なし、コートチェンジは90秒以内で、ホ゜イント間は20秒以内、

速やかに願います。痙攣などによる体力の回復はこの時間内です。

⑤ 試合運営 本部の掲示板（Ｏrdｅr　Oｆ　Ｐｌａｙ）で行います。

指定コートでの前の試合が終了後、試合に遅れた場合は､ヘ゜ナルテイーを課す場合があります。

（例：５分遅れ　2ケ゛ーム罰　　１０分遅れ　失格）　→レフェリ－が判断します。）

双方遅れた場合も同じ扱いになりますので、必ずｺ-ﾄ周辺で待機してください。

⑦ 結果報告 勝者は、対戦結果に相手のサインをもらって本部席まで、その都度届けてください。

⑧ 服装      Ｔシャツ及びウオ－ムアッフ゜ウエアーでのフ゜レーは、ご遠慮下さい。

⑨ ドロー コピーして持参してください。

⑩ その他 諸注意事項は（財）日本テニス協会　テニスルールブック記載の各規則に準じます。

＊各選手は各コート大会終了後

、①コートのブラシ掛け（丸く）　②センターストラップをはずして本部席までお願いします。
＊本大会の円滑な試合運営に御協力をお願いします。

＊ 　　持ってきた弁当の空箱、ペットボトル等のゴミは各自持ち帰るようにして下さい。
コートで購入したもの以外はコートのごみ箱には入れないで下さい。

＊ 　　テニスコート施設内は、禁煙です。
＊ 　　大会役員及び運営担当ﾒﾝﾊﾞｰ以外の方は本部席への入室は御遠慮下さい。

大会運営担当：　桜ＴＣ山宮　　　富士宮ＴＬＣ

【大会役員】

【試合方法】

お願い



第２５回富士宮市秋のチーム対抗戦テニス大会　組合わせ表
受付：全チ-ム８時５０分まで　　 　

　　　　受付時、２名までの追加（8名以下）及び変更可能。６名以上いないと棄権となります。

【参加チームとメンバー】　申し込みメンバ－表

受付 チーム名 　　　　　　　　　　男子　　メンバ－

　 1 ＷＴＣ 岩瀬貴之 杉田行紀 佐野勇介 高山秀樹 東貴大 小林尭弘 望月陵太 赤池克文

Ａ 2 チ－ム一球入魂 杉山　博俊 大井　光基 今矢　彰一 澤出　和宏 飯塚　則人 外山　直通

3 平成ガンネンズ 杉山 恭平 草刈 佑介 遠藤 寛士 鈴木 秀明 岡本 隼弥 栗田 高行

1 Ｆｉｒｅ　Ｂａｓｅ 花村　泰地 米沢　剛至 牧野　昂大 高橋　重晴 志村　祥平 金清　博

Ｂ 2 ボルテス 里見　翔 太田　雄一 落合　竜司 池田　直樹 井口　洋介 大森　悠史

3 やるぞ-！あおやま 長倉　文隆 河合　秀之 鈴木　英敬 味岡　浩 杉山　雄紀 藤田　道雄

1 Ｔ．Ａ．スパイキ－ 野澤　明宏 森久保　瑛司 佐野　吉史 土門　玲於 野崎　正成 石川　順一 伊藤　成輝

Ｃ 2 ＴＥＡＭけんたん 土勢　憲一朗 杉本　晃三 水野　健児 坂田　和久 川村　晃一郎 代田　宏明

3 富士宮ファミリ－ＴＣ 佐野　繁一 遠藤　滋信 牧野　哲朗 沢崎　健一 髙橋　孝徳 上原　範大

1 島田Ｂｕｓｉｎｅｓｓ 岡崎　克巳 若林　拓也 築地　正拓 飯塚　貴教 白井　裕也 櫻井　寛之

Ｄ 2 磯さんと愉快な仲間たち 望月　翔太 深澤　宏太 影島　勝太 菅谷　崇 磯　貴紀 上杉　拓人

3 チ－ム庭球馬鹿 豊田　真秀 諏訪部　光治 赤堀　秀則 奥村　祐一 福島　博 風間　仁



【予選リーグ】　　ﾌﾞﾛｯｸ対戦順　　①-②　→　②-③　→①-③       ９時～１３時

　　　　　　　　　　 Ｂﾌﾞﾛｯｸ対戦順　　①―②、③―④、　①―③、②-④、　①-④、②-③   No.１～４ｺ-ﾄ　

男子Ｄ　予選、順位戦ともに、セミアドバンテージ１セットマッチ （６－６で７ポイントタイブレーク)

Ｎｏ．３　→　Ｎｏ．２　→Ｎｏ．１の順に試合に入ってください。

Ａブロック ①　　 ②　　 ③ 勝ち数 得ゲ－ム率 順位

使用コート ①　　 ＷＴＣ

No.１．２ ②　　 チ－ム一球入魂

③ 平成ガンネンズ

Ｂブロック ①　　 ②　　 ③ 勝ち数 得ゲ－ム率 順位

使用コート
①　　 Ｆｉｒｅ　Ｂａｓｅ

No.３．４ ②　　 ボルテス

③ やるぞ-！あおやま

Ｃブロック ①　　 ②　　 ③ 勝ち数 得ゲ－ム率 順位

使用コート ①　　 Ｔ．Ａ．スパイキ－

No.６．７ ②　　 ＴＥＡＭけんたん

③ 富士宮ファミリ－ＴＣ

Ｄブロック ①　　 ②　　 ③ 勝ち数 得ゲ－ム率 順位

使用コート
①　　 島田Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

No.８．９ ②　　 磯さんと愉快な仲間たち

③ チ－ム庭球馬鹿



【順位決定戦】　
1-4：17時
6-9：16時

本戦ト-ナメント（リ-グ戦、１．２位チーム）

  　勝敗決定したら打ち切り。（セミアドバンテージ１セットマッチ）
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