
主 催 　富士宮市テニス協会
後 援 　富士宮市教育委員会
期 日 　令和 ２年 ２月 ９日（日）　　予備日　２月２３日（日）
種 目 　①一般男子Ａクラス

　②一般男子Ｂクラス
　③ベテラン男子４５才以上クラス
　④ベテラン男子６０才以上クラス
　⑤一般女子Ａクラス
　⑥一般女子Ｂクラス
　⑦ベテラン女子５０才以上の部　： ｴﾝﾄﾘｰ無く不成立 

会 場 　富士宮市民テニスコート（砂入り人工芝コート１０面）

大会会長 赤堀秀則
大会委員長 松本成章
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
レフェリ－ 岩崎安雄 及び 大会役員
事務局 早出 武　

止むを得ない理由或いは、進行状況により変更になる場合も有りますので予めご了承下さい。

① エントリ受付　　　指定時間１０分前までに受付を済ませて下さい。届出無き場合は欠場となります。

② 各種目指定時間　　　

　　９：００ 　一般男子B 全組

　  ９：３０ 　一般男子A 全組

　１１：５０ 　ベテラン男子４５才以上、６０才以上、一般女子A、B

③ 試合形式　　　 本戦　：　セミアドバンテージ　１セットマッチ（６－６で２ポイント差７ポイントタイブレーク）

コンソレーション ：　ノーアドバンテージ６ゲーム先取（初戦敗者はｺﾝｿﾚｰｼｮﾝへ）

女子Aと男子45才以上の種目はｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ無し（本戦がﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの為）

④ 全試合　 　　　　　　審判はセルフジャッジ。　但し不明なジャッジが続く場合は本部席までお申出下さい。　　

 ウォーミングアップはサービス４本のみです。

 尚、コート設置スコアプレートはエントリーNoの小さい数字の組が赤を御使用下さい。

⑤ 連続的プレー　　1ｹﾞ-ﾑ目終了後はﾍﾞﾝﾁ休憩無し、各エンドの交代は90秒以内、ﾎﾟｲﾝﾄ間は20秒以内、

 速やかな試合進行をお願います。

⑥ 試合運営　 　　 本部の掲示板（Ｏrdｅr　Oｆ　Ｐｌａｙ）で行います。

前の試合終了後、指定ｺ-ﾄでの試合に遅れた場合は､ﾍﾟﾅﾙﾃｲ-を課す場合があります。

（例：５分遅れ　2ｹﾞ-ﾑ失　　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 勝者　　　　　 結果と使用球を本部席まで届けて下さい。

⑧ 服装 Ｔｼｬﾂ及びｳｵ-ﾑｱｯﾌﾟｳｴｱ-でのﾌﾟﾚ-は、ご遠慮下さい。

⑨ ドロー 当日配布は致しません、各自コピーをして御参加ください。

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。

     ※

     ※ 　本大会は試合数が多い為、円滑な試合運営に御協力をお願いします。

     ※ 　テニスコート施設内での喫煙はご遠慮願います。

     ※ 　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。

試合当日（2/9）は富士宮駅伝の実施日と重なっており、テニスコートの一部周辺道路や駐車場への出入りが

時間によって規制されます。出場選手は交通規制状況をよく確認し、時間に余裕を持ってご来場下さい。

 ご参考までに

・全面通行止：①10:05～1040 県道朝霧ー富士宮線414号ﾍｱｰｻﾛﾝ ﾊﾔｼ交差点～ ﾃﾆｽｺｰﾄ西側道路乃至JA駐車場

           ②11:15～12:30 県道朝霧ー富士宮線414号ﾍｱｰｻﾛﾝ ﾊﾔｼ交差点～ ﾃﾆｽｺｰﾄ南側

　　　 従って、この時間帯は東側のﾊﾞｲﾊﾟｽ道路（国道139号線）を利用し、駐車場にお越し下さい。

・駐車場：駐車場は体育館前と西側（臨時）駐車場を御利用下さい。但し西側駐車場へは上記①時間帯は通行不可

もし上記駐車場が満車の場合は市民プール（テニスコート東側）の駐車場を御利用下さい（許可済）

下記　必読時間に余裕を持ってご来場下さい

第２９回　富士宮市ダブルス選手権大会　渡井杯

大会役員

【試合方法】

お願い
　各選手は各コート２試合終了毎にブラシを外側から丸く掛けて下さい。



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般男子A 参加チーム数：１６組
集合時間　： 全組 ９：２０
試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ポイント差以上の7ポイントタイブレ－ク）
表　　　彰　：　 1位、2位、3位

1R 2R SF SF 2R 1R

佐野 貞治 桜ＴＣ山宮 木川 大輔 竜南TC

永田 昌大 桜ＴＣ山宮 榎田 聡一 POMP

松永 悠太郎 フリー 佐野 繁一 富士宮ファミリーTC

小田 啓助 フリー 遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC

海野 健太郎 Maruishi 野崎 正成 スパイキー

黒川 陽平 Maruishi 石川 順一 スパイキー

大石 幸一郎 ポリプラスチックス 三浦 翔太 袋井クラウン

加藤 達也 静岡ガス 小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

牛山 浩三 富士宮ファミリーTC 斉藤 勇太 富士宮LTC

沢崎 健一 富士宮ファミリーTC 石田 達也 富士宮LTC

土屋 朝貴 フリー 豊田 真秀 アンナバンTC

古郡 優磨 フリー 前島 匡樹 アンナバンTC

永石 大誠 旭化成ＴＣ 望月 陵太 WTC

尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 杉田 行紀 WTC

森久保 瑛司 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 桜ＴＣ山宮

野澤 明宏 スパイキー 石川 俊輔 桜ＴＣ山宮

[三位決定戦]

種　目　：
試合方法　：　 ノーアドバンテージ６ゲーム先取
表　　　彰　：　 1位

1R 2R SF SF 2R 1R

佐野 貞治 桜ＴＣ山宮 木川 大輔 竜南TC

永田 昌大 桜ＴＣ山宮 榎田 聡一 POMP

松永 悠太郎 フリー 佐野 繁一 富士宮ファミリーTC

小田 啓助 フリー 遠藤 滋信 富士宮ファミリーTC

海野 健太郎 Maruishi 野崎 正成 スパイキー

黒川 陽平 Maruishi 石川 順一 スパイキー

大石 幸一郎 ポリプラスチックス 三浦 翔太 袋井クラウン

加藤 達也 静岡ガス 小林 祐貴 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

牛山 浩三 富士宮ファミリーTC 斉藤 勇太 富士宮LTC

沢崎 健一 富士宮ファミリーTC 石田 達也 富士宮LTC

土屋 朝貴 フリー 豊田 真秀 アンナバンTC

古郡 優磨 フリー 前島 匡樹 アンナバンTC

永石 大誠 旭化成ＴＣ 望月 陵太 WTC

尾崎 竜太郎 旭化成ＴＣ 杉田 行紀 WTC

森久保 瑛司 桜ＴＣ山宮 熊谷 真幸 桜ＴＣ山宮

野澤 明宏 スパイキー 石川 俊輔 桜ＴＣ山宮

1① 9

2 10

3 11
優勝

4 12③

5④ 13

6 14

7 15

8 16②

13

6 14

7 15

8 16②

3 11
優勝

4 12③

5④

F

1① 9

2 10

F

一般男子A コンソレーション

三位



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般男子 B 参加チーム数：２８組

集合時間　： 全員　８：５０

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ポイント差以上の7ポイントタイブレ－ク）

表　　　彰　：　 1位、2位、3位、3位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

手島 健勝 吉原高校 吉留 祐希 吉原高校

國元 優太 吉原高校 菊地 一翔 吉原高校

勝山 達基 フリー

原田 頌太 フリー

齋木 大輔 フリー 芦澤 英彦 フリー

青山 優斗 フリー 小栁 真弘 フリー

小澤　巧 フリー 疋田 騎士 吉原高校

菅野 宏介 フリー 秋山 竜聖 吉原高校

松村 優成 吉原高校 神尾 陸斗 吉原高校

井上 睦士 吉原高校 北村 昂輝 吉原高校

山本　元 富士宮ファミリーTC 大塚 勝彦 maruishi

斉藤 英志 富士宮ファミリーTC 阿波 亮太 M-friends

宮本 佳尚 桜TC山宮

山下 慎太郎 桜TC山宮

小川 拓哉 吉原高校 鈴木 英敬 あおやま庭球塾

倉田 瑛仁 吉原高校 天野 実 あおやま庭球塾

八角 光起 インドア 朝倉 昂大 沼津西高

八角 侑起 インドア 加藤 慎也 暁秀高

浅井 翔 POMP

佐野 晃史 ｽﾊﾟｲｷｰ

江口　響 吉原高校 秋山 明夢叶 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 遠藤 聡汰 吉原高校

菅原 寛正 POMP 池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC

佐塚 弘 POMP 鈴木 広和 富士宮ファミリーTC

石井　海 吉原高校 薬師寺 卓 フリー

荒井 駿佑 吉原高校 大塚 知亮 フリー

川目 和重 旭化成 渡部 晋也 フリー

巨椋 成幸 フリー 石田 世一 フリー

青島 泰雅 フリー

北川 大悟 フリー

柴田 脩樹 吉原高校 常川 祐剛 吉原高校

須田 凌斗 吉原高校 夏目 雄太 吉原高校

Bye

Bye

Bye

Bye

F

1① 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23
優勝

8 24③

9 25

10 26

11 27

12 28

16 32②

13 29

14 30

15 31



種　目　： 一般男子 B コンソレーション
試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

表　　　彰　：　 1位、2位

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

手島 健勝 吉原高校 吉留 祐希 吉原高校

國元 優太 吉原高校 菊地 一翔 吉原高校

勝山 達基 フリー

原田 頌太 フリー

齋木 大輔 フリー 芦澤 英彦 フリー

青山 優斗 フリー 小栁 真弘 フリー

小澤　巧 フリー 疋田 騎士 吉原高校

菅野 宏介 フリー 秋山 竜聖 吉原高校

松村 優成 吉原高校 神尾 陸斗 吉原高校

井上 睦士 吉原高校 北村 昂輝 吉原高校

山本　元 富士宮ファミリーTC 大塚 勝彦 maruishi

斉藤 英志 富士宮ファミリーTC 阿波 亮太 M-friends

宮本 佳尚 桜TC山宮

山下 慎太郎 桜TC山宮

小川 拓哉 吉原高校 鈴木 英敬 あおやま庭球塾

倉田 瑛仁 吉原高校 天野 実 あおやま庭球塾

八角 光起 インドア 朝倉 昂大 沼津西高

八角 侑起 インドア 加藤 慎也 暁秀高

浅井 翔 POMP

佐野 晃史 ｽﾊﾟｲｷｰ

江口　響 吉原高校 秋山 明夢叶 吉原高校

倉地 秀典 吉原高校 遠藤 聡汰 吉原高校

菅原 寛正 POMP 池田 雄一郎 富士宮ファミリーTC

佐塚 弘 POMP 鈴木 広和 富士宮ファミリーTC

石井　海 吉原高校 薬師寺 卓 フリー

荒井 駿佑 吉原高校 大塚 知亮 フリー

川目 和重 旭化成 渡部 晋也 フリー

巨椋 成幸 フリー 石田 世一 フリー

青島 泰雅 フリー

北川 大悟 フリー

柴田 脩樹 吉原高校 常川 祐剛 吉原高校

須田 凌斗 吉原高校 夏目 雄太 吉原高校

Bye

16 32②

13 29

14 30

15 31

10 Bye 26

11 27

12 28

8 24③

9 25

6 22

7 23 Bye
優勝

3 19

4 20

5 21

F

1① 17

2 Bye 18



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： ベテラン男子 ４５才以上 参加チーム数：３組

集合時間　： 全員 １１：４０

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

表　　　彰　：　 １位

試合結果　 ①勝ち数　②ゲーム取得率　③同率の場合対戦結果の勝者が上位　の順にて決定します。

1 2 3 勝ち数 ゲーム取得率 順位

味岡 浩 あおやま庭球塾

藤田 道雄 あおやま庭球塾

和田 力也 YDET

鈴木 孝治 YDET

遠藤　淳 桜TC山宮

鈴木 康弘 WTC

試合順序 ① - ②、　② - ③、　① - ③

2

／

1

3

／

／



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種 目 ： ベテラン男子 ６０才以上 参加チーム数：６組

集合時間　： 全員　１１：４０

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

表　　　彰　：　 1位

1R SF SF 1R

海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 篠原 照美　　　富士宮市役所

高木 厚 Care.TC 大井 光基　　 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

熊沢 秀之 高瀬 T.C

今村 芳之 高瀬 T.C

佐野 信博　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

萩原 直樹　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

吉田 榮 高瀬 T.C 長倉　文隆　　　あおやま庭球塾

鈴木 政文 高瀬 T.C 髙橋　利文　　　　ｾﾝｻｰﾀ

種 目 ： ベテラン男子 ６０才以上　コンソレーション

試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

表　　　彰　：　 無し

1R SF SF 1R

海野 吉正 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 篠原 照美　　　富士宮市役所

高木 厚 Care.TC 大井 光基　　 ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

熊沢 秀之 高瀬 T.C

今村 芳之 高瀬 T.C

佐野 信博　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

萩原 直樹　　　ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC

吉田 榮 高瀬 T.C 長倉　文隆　　　あおやま庭球塾

鈴木 政文 高瀬 T.C 髙橋　利文　　　　ｾﾝｻｰﾀ

6

3

Bye

F

Bye

F

1① 5
優勝

2

6

3

7

4 8

7

4 8

Bye

Bye

1 5

2



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般女子 Ａ 参加チーム数：３組

集合時間　： 全員 １１：４０

試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

表　　　彰　：　 １位

試合結果　 ①勝ち数　②ゲーム取得率　③同率の場合対戦結果の勝者が上位　の順にて決定します。

1 2 3 勝ち数 ゲーム取得率 順位

土屋 和子 富士宮ファミリーTC

長橋 美奈子 富士宮ファミリーTC

赤池 勝美 桜TC山宮

大塚 美穂子 ｳｨﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

佐野 天音 桜TC山宮

熊谷 真琴 桜TC山宮

試合順序 ① - ②、　② - ③、　① - ③

2

／1

／

／

3



２０２０(令和２)年度
第２９回富士宮市ダブルス選手権大会 渡井杯

種　目　： 一般女子 B 参加チーム数：7組
集合時間　： 全員　１１：４０
試合方法　：　 セミアドバンテージ １セットマッチ（6-6で2ﾎﾟｲﾝﾄ差以上の7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
表　　　彰　：　 １位

1R SF SF 1R

池谷 久花　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 西川 洋美　　 フリー

大芝 晴香　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 青山 みゆき　 フリー

市川 愛梨 富士東高校

三浦 香乃 富士東高校

川嶋 夢叶 富士東高校 荒川 咲耶 富士東高校

渡邉 琴弓 吉原工業高校 千須和 樂々 富士東高校

毛利 美月 富士東高校 原 香菜子　　 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

内田  楓 富士東高校 花田 志重　　 cocoa倶楽部

種 目 ： 一般女子 B　コンソレーション
試合方法　：　 ノーアドバンテージ ６ゲーム先取
表　　　彰　：　 無し

1R SF SF 1R

池谷 久花　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 西川 洋美　　 フリー

大芝 晴香　　　ｽﾊﾟｲｷｰ 青山 みゆき　 フリー

市川 愛梨 富士東高校

三浦 香乃 富士東高校

川嶋 夢叶 富士東高校 荒川 咲耶 富士東高校

渡邉 琴弓 吉原工業高校 千須和 樂々 富士東高校

毛利 美月 富士東高校 原 香菜子　　 ﾙﾈｻﾝｽ静岡

内田  楓 富士東高校 花田 志重　　 cocoa倶楽部
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