
お願い；当日の要項、ドロ－の配布は実施しませんのでプリントして持参ください。

会場への表示は、実施します。

第２３回富士宮市ジュニアテニス選手権大会

  ２０２０年 ２月１６日（日） 予備日 3月1日（日）

               ●小学生の部 ・男女 小学生４年生以下 小学生5.６年生以下

            ３月 ８日（日） 予備日 ３月15（日）  

             ●中学生の部 ・男女 中学生以下の部

               富士宮市民テニスコ－ト(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

   大会役員     ●大会会長  赤堀 秀則

                     ●大会委員長  松本 成章                    

                     ●大会委員  岩崎安雄．永田昌大．戸上奈穂子

              ●レフェリ－ 大会役員  

                   ●事務局  早出 武

【試合方法】 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ご了承ください。

➀指定された時間(各ｸﾗｽのﾄﾞﾛ-を参照ください。)までに出席を届けなかった場合は欠席（ＷＯ）となります。

②ト－ナメント方式 （但し、試合の進行状況によっては、変更がありますのでご了承ください。）

       ③全試合 ｾﾙﾌｼﾞｬｯｼﾞ ：大会役員が指導を行う場合もあります。
                         ｾﾙﾌｼﾞｬｯｼﾞができない選手の場合は、審判をつける場合もあります。

         ④ｳｵ-ﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟは、ｻ-ﾋﾞｽのみ（４本）とします。

           時間制限：ｺ-ﾄﾁｴﾝｼﾞの時間は、９０秒以内ですみやかにお願いします。（ﾌﾟﾚ-間は、25秒以内。）

                  １ｹﾞ-ﾑ目終了後のｺ-ﾄﾁｴﾝｼﾞ時のﾍﾞﾝﾁ休憩は、取らないでください。
         ⑤試合運営は、本部の掲示板（Order Of Play）で行います。

                 前の試合が終了して試合に遅れた場合は、ﾍﾟﾅﾙﾃｨ-を課す場合があります。

                （例：5分遅れ 2ｹﾞ-ﾑ罰 10分遅れ 失格）→大会役員が判断します。

         ⑥勝者は、速やかに結果と使用球を本部席まで届けてください。

         ⑦服装及びその他の注意事項は、日本テニス協会ﾄ-ﾅﾒﾝ競技規則に準じます。

                                （Ｔｼｬﾂでのﾌﾟﾚ-は、ご遠慮ください。）

【コンソレ-ションについて】敗者によるコンソレ－ションの試合方法を今年より変更しています。

敗者によるト－ナメントを行います。1回負けても各ラウンドの敗者同士でト-ナメントを組みますので

       多くの試合を体験して今後に生かしてください。

                

お願い 参加選手が気持ちよくプレ－するために！！

・  選手はコ－ト整備(ﾌﾞﾗｼかけ)にご協力をお願いします。  

  （大会終了後及びコ－トの状況でコ－ト整備をお願いします。

     ブラシかけは、回りながらかけてください。（ぐるぐるまわりながらのブラシかけをしてください。）

  ･ 次の試合に入る選手は、すぐに試合に入れるようにコートの後ろに待機しておいてください。

・ コ－トに入ったら速やかにｻ-ﾋﾞｽ練習を行い試合を開始してください。

・ コートでの、無断練習はご遠慮ください。（朝の練習は、できません。）

・ コート以外の通路や駐車場での練習は、ご遠慮ください。

・ 持ってきたごみは、自分で持って帰りましょう。（ごみ箱にはすてないでください。）    

・ コ－ト周辺及び敷地内は、禁煙です。親御さん、付き添いの方は、ご協力ください。

【その他の注意事項】

①雨天等で延期もしくは中止の決定は大会会場で行いますので、開催の有無が不明の時は会場にて

確認してください。（試合がまったく出来ない延期の場合は､当日の受付義務はなしとします。）

雨天延期決定後は、ＨＰでお知らせします。電話での問い合わせはご遠慮ください。

②ルールは、（財）日本テニス協会テニスルールブック記載のルール オブ テニスに準じます。



２０２０年  第２３回 富士宮市ジュニアテニス選手権大会
【中学生　男子の部】
 【期日】 Ｒ０２．３．８(日)　予備日：３．１５(日）

【注意事項】 早朝（コート使用禁止）の練習はできません。(9時～のコート使用で即試合に入ります。）

 【受付】 ８時５０分までに受付を済ませてください。

 【試合方法】 試合方法は、天候及び試合の進行状況で変わることもありますのでご了承ください。

防寒の準備をお願いします。

本戦試合方法 １セットマッチ（6-6 ﾀｲﾌﾞﾚ-ｸ）

表彰：１．２. ３位　（3位決定戦あります。）　

本戦ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1R 2R QF SF F SF QF 2R 1R

1 杉本　　湧 アクトスポーツクラブ 佐野　尚哉 桜TC山宮 13

2 村井　海里 大富士中学校 近藤　天空 コスモスTC 14

3 宇佐美　颯人 富士サンライズＴＣ 浅沼　大稀 アスルクラロ沼津 15

4 細谷　暖 アスルクラロ沼津 中村　恭輔 アクトスポーツクラブ 16

5 杉本　正悟 桜TC山宮 市川　寛大 ワタナベテニスカレッジ 17

6 宇野　輝彦 アクトスポーツクラブ 藤川　翔也 アスルクラロ沼津 18

7 相良　亜周 アスルクラロ沼津 西山大樹 西尾ローンテニスクラブ 19

8 渡邉　琉海 アクトスポーツクラブ 長橋　壱悟 アクトスポーツクラブ 20

9 加藤　煌大 本日庭球日 山内　智貴 アスルクラロ沼津 21

10 住吉　佑太 アクトスポーツクラブ 佐野　泰生 富士サンライズＴＣ 22

11 加田　翁将 アスルクラロ沼津 井出　柊弥 アスルクラロ沼津 23

12 鈴木　聡一郎 あおやま庭球塾 杉本　　淑 アクトスポーツクラブ 24

3位決定戦



【中学生　男子の部】
１Ｒ敗者ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

1R 2R QF SF F SF QF 2R 1R

1 杉本　　湧 アクトスポーツクラブ 佐野　尚哉 桜TC山宮 13

2 村井　海里 大富士中学校 近藤　天空 コスモスTC 14
3 宇佐美　颯人 富士サンライズＴＣ 浅沼　大稀 アスルクラロ沼津 15

4 細谷　暖 アスルクラロ沼津 中村　恭輔 アクトスポーツクラブ 16
5 杉本　正悟 桜TC山宮 市川　寛大 ワタナベテニスカレッジ 17

6 宇野　輝彦 アクトスポーツクラブ 藤川　翔也 アスルクラロ沼津 18

7 相良　亜周 アスルクラロ沼津 西山大樹 西尾ローンテニスクラブ 19

8 渡邉　琉海 アクトスポーツクラブ 長橋　壱悟 アクトスポーツクラブ 20
9 加藤　煌大 本日庭球日 山内　智貴 アスルクラロ沼津 21

10 住吉　佑太 アクトスポーツクラブ 佐野　泰生 富士サンライズＴＣ 22
11 加田　翁将 アスルクラロ沼津 井出　柊弥 アスルクラロ沼津 23

12 鈴木　聡一郎 あおやま庭球塾 杉本　　淑 アクトスポーツクラブ 24

２Ｒ敗者ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1R 2R QF SF F SF QF 2R 1R

1 杉本　　湧 アクトスポーツクラブ 佐野　尚哉 桜TC山宮 13

2 村井　海里 大富士中学校 近藤　天空 コスモスTC 14
3 宇佐美　颯人 富士サンライズＴＣ 浅沼　大稀 アスルクラロ沼津 15

4 細谷　暖 アスルクラロ沼津 中村　恭輔 アクトスポーツクラブ 16
5 杉本　正悟 桜TC山宮 市川　寛大 ワタナベテニスカレッジ 17

6 宇野　輝彦 アクトスポーツクラブ 藤川　翔也 アスルクラロ沼津 18

7 相良　亜周 アスルクラロ沼津 西山大樹 西尾ローンテニスクラブ 19

8 渡邉　琉海 アクトスポーツクラブ 長橋　壱悟 アクトスポーツクラブ 20
9 加藤　煌大 本日庭球日 山内　智貴 アスルクラロ沼津 21

10 住吉　佑太 アクトスポーツクラブ 佐野　泰生 富士サンライズＴＣ 22
11 加田　翁将 アスルクラロ沼津 井出　柊弥 アスルクラロ沼津 23

12 鈴木　聡一郎 あおやま庭球塾 杉本　　淑 アクトスポーツクラブ 24

ＱＦ敗者トーナメント(5位決定戦)　
1R 2R QF SF F SF QF 2R 1R

1 杉本　　湧 アクトスポーツクラブ 佐野　尚哉 桜TC山宮 13

2 村井　海里 大富士中学校 近藤　天空 コスモスTC 14
3 宇佐美　颯人 富士サンライズＴＣ 浅沼　大稀 アスルクラロ沼津 15

4 細谷　暖 アスルクラロ沼津 中村　恭輔 アクトスポーツクラブ 16
5 杉本　正悟 桜TC山宮 市川　寛大 ワタナベテニスカレッジ 17

6 宇野　輝彦 アクトスポーツクラブ 藤川　翔也 アスルクラロ沼津 18

7 相良　亜周 アスルクラロ沼津 西山大樹 西尾ローンテニスクラブ 19

8 渡邉　琉海 アクトスポーツクラブ 長橋　壱悟 アクトスポーツクラブ 20
9 加藤　煌大 本日庭球日 山内　智貴 アスルクラロ沼津 21

10 住吉　佑太 アクトスポーツクラブ 佐野　泰生 富士サンライズＴＣ 22
11 加田　翁将 アスルクラロ沼津 井出　柊弥 アスルクラロ沼津 23

12 鈴木　聡一郎 あおやま庭球塾 杉本　　淑 アクトスポーツクラブ 24



２０２０ｼﾞｭﾆｱドロ－中学生の部.xls２０２０年  第２３回 富士宮市ジュニアテニス選手権大会
【中学生　女子の部】
 【期日】 Ｒ０２．３．８(日)　予備日：３．１５(日）

【注意事項】 早朝（コート使用禁止）の練習はできません。(9時～のコート使用で即試合に入ります。）

 【受付】 ８時５０分までに受付を済ませてください。

 【試合方法】 試合方法は、天候及び試合の進行状況で変わることもありますのでご了承ください。

防寒の準備をお願いします。

本戦試合方法 １セットマッチ（6-6 ﾀｲﾌﾞﾚ-ｸ）

表彰：１．２. ３位　（3位決定戦あります。）　

本戦ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1R QF SF F SF QF 1R

1 岡田　愛菜 千代テニスクラブ 小林　優奈 桜TC山宮 8

小林　心絆 大富士中学校 9

2 山口　愛琳 大富士中学校 佐藤　花楓 大富士中学校 10

3 大村　あみ 富士サンライズＴＣ 藤本　愛紗 アスルクラロ沼津 11

4 西澤　史歩 ワタナベテニスカレッジ 望月　玲那 大富士中学校 12

5 笹原　心粋 大富士中学校 遠藤　千尋 桜TC山宮 13

6 多田　彩華 大富士中学校 笹原　心粋 大富士中学校 14

7 佐野　文萌 あおやま庭球塾 赤池　千幸 あおやま庭球塾 15

3位決定戦

　



２０２０ｼﾞｭﾆｱドロ－中学生の部.xls
【中学生　女子の部】

１Ｒ敗者ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1R QF SF F SF QF 1R

1 岡田　愛菜 千代テニスクラブ 小林　優奈 桜TC山宮 8

小林　心絆 大富士中学校 9

2 山口　愛琳 大富士中学校 佐藤　花楓 大富士中学校 10

3 大村　あみ 富士サンライズＴＣ 藤本　愛紗 アスルクラロ沼津 11

4 西澤　史歩 ワタナベテニスカレッジ 望月　玲那 大富士中学校 12

5 笹原　心粋 大富士中学校 遠藤　千尋 桜TC山宮 13

6 多田　彩華 大富士中学校 笹原　心粋 大富士中学校 14

7 佐野　文萌 あおやま庭球塾 赤池　千幸 あおやま庭球塾 15

ＱＦ敗者ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1R QF SF F SF QF 1R

1 岡田　愛菜 千代テニスクラブ 小林　優奈 桜TC山宮 8

小林　心絆 大富士中学校 9

2 山口　愛琳 大富士中学校 佐藤　花楓 大富士中学校 10

3 大村　あみ 富士サンライズＴＣ 藤本　愛紗 アスルクラロ沼津 11

4 西澤　史歩 ワタナベテニスカレッジ 望月　玲那 大富士中学校 12

5 笹原　心粋 大富士中学校 遠藤　千尋 桜TC山宮 13

6 多田　彩華 大富士中学校 笹原　心粋 大富士中学校 14

7 佐野　文萌 あおやま庭球塾 赤池　千幸 あおやま庭球塾 15
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