
期日：　２０２０年１月１９日（日）　　予備日：１月２６日（日）

場所：　富士宮市民テニスコート（砂入り人工芝１０面）

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－ 岩崎安雄 及び 大会役員

〇事務局 早出 武　 　

【受付時間 】　

【一般男子】　  No１，１１，２０ を除く全チーム  No １，１１，２０ のチーム

 ８時５０分迄に受付を済ませて下さい  ９時５０分迄に受付を済ませて下さい

【一般女子】　  全てのチーム

 ８時５０分迄に受付を済ませて下さい

注意事項  （よく読んで対応をお願いします。不明な点は、事務局まで問い合わせください。）

①大会当日（1/19）：２名までのメンバ－の変更追加を、登録者８名以内で可能とします (変更と追加合わせて2名以内)。

 　大会が延期になった場合、３名までのメンバー変更追加を、登録者９名以内で可能とします(変更と追加合わせて３名以内)

②受付時、出場メンバ－の確認を行います。登録メンバーが 6名以上揃っていない場合は欠場となります。

　 受付時にいないメンバ－の出場は不可。（試合開始後判明した場合は、そのチ－ムは失格となりますので注意ください。）

③5名以下での出場は基本的に不可としますので、6～8名（又は～9名）が揃ってから受付をして下さい。

　　（但し、試合開始前後のケガ等でのメンバ－欠如については、考慮の予定。その時点で協会役員で判断し決定します。）

④本戦、コンソレーションともに ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 6ｹﾞｰﾑ先取。（女子はﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの為ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ無し）

ウォームアップはサービス４本のみ。

⑤対戦は 男子：１、2R までとコンソレーション初戦は３ポイント全てを行い、それ以降は勝敗が決まった時点で終了とします。

女子：初めの２試合は３ポイント全てを行い、それ以降は勝敗が決まった時点で終了とします。

⑥ｵｰﾀﾞｰ用紙を受付時に配ります。試合開始前に必ず相手ﾁｰﾑと用紙を交換してから試合を開始して下さい。　

勝ったチームは用紙に結果を記入し、相手ﾁｰﾑの確認を得た後 本部まで届けて下さい。

 　　　　　　試合順は、Ｎｏ．３ ⇒ Ｎｏ．２ ⇒ Ｎｏ．１の順番に入って下さい（メンバ－の組み合わせは自由）。

⑥表彰　　男子　：　優勝、準優勝、三位、三位　　　　　　　男子 コンソレ　：　一位

　　　　　　 女子　：　優勝

⑦天候や試合の進行状況等で試合方法が変更になることもありますので予めご了承ください。

＊各選手は各コート とも ２試合終了毎に外側から丸くフ゛ラシ掛けをお願いします。

＊この大会は試合数が多いので、円滑な試合運営に御協力をお願いします。

＊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。

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。

　コートで購入した以外の容器等ゴミは、コートのごみ箱には入れないで下さい。

  2020年　第15回富士宮市チ－ム対抗戦テニス大会

お願い

【大会役員】



種目 ： 一般男子　 参加ﾁｰﾑ数；１９（１２２人）

集合時間 ：　No1，11，20 を除く全チーム； ８：５０　        　　　　 1，11，20のチーム； ９：５０

試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　1,2R は全試合（3ﾎﾟｲﾝﾄ）行う、3R以降は勝敗が決まった時点で終了。

表　彰 ：　1,2,3,3 位

チーム名 所属団体 1 2 3 4 5 6 7 8
F SF 3R 2R 1R

室伏 健志

永田 昌大1① 桜TAS山宮 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 森久保瑛司 渡邉 良太 野澤 明宏 東 貴大 石川 俊輔 佐野吉史

高橋 はやと 中田 一彰 菅原 太郎2 POMP C POMP 佐藤 弘 田中 洋輔 浅井 翔

3 マゼラン ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 豊田 真秀 前島 匡樹 杉山 博俊 今矢 彰一 赤池 満 岩崎 安雄

尾崎竜太郎 今立 呼南 加藤 達矢4 チーム大誠 旭化成 永石 大誠 川目 和重 内山 隆平

溝口 慎二 山崎 壮 櫻井 翼 甲谷 聡士5 PSY
PSY,高瀬TC、ＴＯＭ
ＯＥＧＡＷＡ、竜南Ｔ
Ｃ、ｱｲＴＣ、静清Ｇ

鈴木 大介 山谷 哲司 廣田 恒久

6 ふ組 ふ組 近藤 千昭 佐野 安彦 山本 充 玉舟 正弥 太田 浩之 佐野 貴大 後藤 士功

武田 芳幸 澤端 啓介 橋本 佳典7 嬉々 嬉々 加古 大貴 山田 智之 鈴木 崇之

8 金ベリー
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
ﾌﾘｰ

市川 智也 森 柚月 中嶋 陽来 中嶋 瑞樹 青嶋 蓮 高田 雅也

POMP 大石 将志

10
超庭球集団
「厚木」

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ、時
之栖、ｵｰﾋﾟｰｽ

厚木 優希 西山 大貴 橋本 哲英

9 Ｂｙｅ

優勝

11 POMP A 榎田 聡一 渡辺 一磨

宮本 貴史 加藤 大貴 白男川裕之

徳田 舜 久野 翔平 筒井崇太朗

根上 朝光

13 薬師寺ﾘｱﾙﾃｨ フリー 薬師寺卓 小澤 巧

12 アンドロメダ アンナバンTC 飯塚 則人 佐野 信博

鳴嶋 一透 北川 大悟

外山 直通 赤堀 秀則 諏訪部光治海野 吉正

薩川 裕貴

菅野 宏介 青島 泰雅

藤田 圭祐

石丸 紘也

鳥海健一郎 小坂 啓太谷川 慧太 野添 宏樹14 ハチミツ二郎

15③ ＷＴＣ ＷＴＣ 岩瀬 貴之

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ、ﾙﾈｻ
ﾝｽ静岡、DIP、
POMP

井筒 悠貴

杉田 行紀

牧野 哲朗 沢崎 健一 土屋 雄志

高山 秀樹 上原 謙一 望月 陵太 三輪 大介

16 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

17 POMP B POMP ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 金城 拓資

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 牛山 浩三 佐野 繁一 遠藤 滋信

望月 崇矢

宮城島達也 川村晃一郎 代田 宏明

川久保允人 八木 悠樹 野村 和輝 長尾 康司

井澤 謙吾

19
駆け込み
2019

フリー 篠原 邦明 伊東 知

18 TEAMけんたん

20② 特技水攻め
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
Fine Base、ﾌﾘｰ

鷲巣 裕哉

ﾙﾈｻﾝｽ静岡 土勢憲一朗 杉本 晃三 水野 健児

山田 大夢 望月聡一郎市川貴大

花村 泰地 牧野 昴大 高橋 佑弥 岸山 功治



種目 ： 一般男子　コンソレーション
試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　１Rのみ全試合（３ﾎﾟｲﾝﾄ）、２R以降は勝敗が決まった時点で終了。

表　彰 ：　1位

チーム名 所属団体 1 2 3 4 5 6 7 8
F SF 3R 2R 1R

永田 昌大

室伏 健志

野澤 明宏 東 貴大 石川 俊輔1① 桜TAS山宮 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 森久保瑛司 渡邉 良太 佐野吉史

2 POMP C POMP 佐藤 弘 田中 洋輔 浅井 翔 高橋 はやと 中田 一彰 菅原 太郎

3 マゼラン ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 豊田 真秀 前島 匡樹 杉山 博俊 今矢 彰一 赤池 満 岩崎 安雄

4 チーム大誠 旭化成 永石 大誠 川目 和重 内山 隆平 尾崎竜太郎 今立 呼南 加藤 達矢

5 PSY
PSY,高瀬TC、ＴＯＭ
ＯＥＧＡＷＡ、竜南Ｔ
Ｃ、ｱｲＴＣ、静清Ｇ

鈴木 大介 山谷 哲司 廣田 恒久 溝口 慎二 山崎 壮 櫻井 翼 甲谷 聡士

6 ふ組 ふ組 近藤 千昭 佐野 安彦 山本 充 玉舟 正弥 太田 浩之 佐野 貴大 後藤 士功

7 嬉々 嬉々 加古 大貴 山田 智之 鈴木 崇之 武田 芳幸 澤端 啓介 橋本 佳典

8 金ベリー
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
ﾌﾘｰ

市川 智也 森 柚月 中嶋 陽来 中嶋 瑞樹 青嶋 蓮 高田 雅也

9 Ｂｙｅ

10
超庭球集団
「厚木」

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ、時
之栖、ｵｰﾋﾟｰｽ

厚木 優希 西山 大貴 橋本 哲英 根上 朝光 宮本 貴史 加藤 大貴 白男川裕之

優勝

11 POMP A POMP 徳田 舜 久野 翔平 筒井崇太朗 大石 将志 榎田 聡一 渡辺 一磨

12 アンドロメダ アンナバンTC 飯塚 則人 佐野 信博 海野 吉正 外山 直通 赤堀 秀則 諏訪部光治

13 薬師寺ﾘｱﾙﾃｨ フリー 薬師寺卓 小澤 巧 鳴嶋 一透 菅野 宏介 青島 泰雅 北川 大悟 石丸 紘也

14 ハチミツ二郎
ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ、ﾙﾈｻ
ﾝｽ静岡、DIP、
POMP

井筒 悠貴 谷川 慧太 野添 宏樹 鳥海健一郎 小坂 啓太 薩川 裕貴 藤田 圭祐

15③ ＷＴＣ ＷＴＣ 岩瀬 貴之 杉田 行紀 高山 秀樹 上原 謙一 望月 陵太 三輪 大介

16 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 牛山 浩三 佐野 繁一 遠藤 滋信 牧野 哲朗 沢崎 健一 土屋 雄志

17 POMP B POMP ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 金城 拓資 川久保允人 八木 悠樹 野村 和輝 長尾 康司

18 TEAMけんたん ﾙﾈｻﾝｽ静岡 土勢憲一朗 杉本 晃三 水野 健児 宮城島達也 川村晃一郎 代田 宏明

19
駆け込み
2019

フリー 篠原 邦明 伊東 知 望月 崇矢

20② 特技水攻め
ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、
Fine Base、ﾌﾘｰ

鷲巣 裕哉 井澤 謙吾 花村 泰地 牧野 昴大 高橋 佑弥 岸山 功治

市川貴大 山田 大夢 望月聡一郎



種目 ： 一般女子　 参加ﾁｰﾑ数；５（３０人）

集合時間 ：全てのチーム  ８：５０

試合方法 ： ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ６ｹﾞｰﾑ先取　　　

表　彰 ：　1位

【参加チームとメンバー】

【本戦 リーグ】

初めの２試合は３ﾎﾟｲﾝﾄ（全ｹﾞｰﾑ）行う。３試合目からは、勝敗が決まった時点で終了。

　　①　　 　　②　　 　　③　　 ④ ⑤ 勝ち数 取得ｾｯﾄ率
全試合取得
ゲーム率

順位

① ／ ／

② ／ ／

③ ／ ／

④ ／ ／

⑤ ／ ／

[ 試合順 ] ①②、③④、②⑤、①④、③⑤、 　②④、①③、④⑤、②③、①⑤

メンバー

招き猫ファイターズ

富士宮ファミリーTC B

所属団体

土屋 和子、鈴木 真里子、望月 典子、小松 規子、長橋 美奈子、土屋 珠美

立間 浩代、西田さなみ、加藤 由佳、和田絵里佳、高井 陽子、島村登記子

和田 恵子、山田 みのり、田代 千佳、石川 琴乃、宇佐美 典子、平口 梨紗

滝川 千里、中島 節子、山本 雅子、藤井 小弓、後藤 真由美、佐野 名保美

佐野 孝子、渡辺 文美、風間 千佳代、杉山 ちなみ、依田 理恵子、芝切 清美

富士宮ファミリーTC B

ワンチーム ♥ アン

チーム名

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

富士宮ファミリーTC A

YODAX　SPORTS

② YODAX　SPORTS

⑤ ワンチーム ♥ アン ｱﾝﾅﾊﾞﾝＴＣ

チーム名

① 富士宮ファミリーTC A

招き猫ファイターズ

④

富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

YODAX SPORTS、
NTC

③
ココア倶楽部,ｳｨﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ,
千代TC,ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ


