
2021年　富士宮市ステップアップカップテニス大会

第22回　一般ダブルスの部　

第15回  ジュニアシングルスの部

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３年１１月７日（日）　　　予備日：令和３年１１月２１日（日）

会 場 　富士宮市民ﾃﾆｽｺ-ﾄ（砂入り人工芝１０面）

種 目 　　①一般男子Ｂクラスダブルス

　　②一般女子Ｂクラスダブルス　 　     

　　③小学生４年生以下男子シングルス　　

　　④小学生４年生以下女子シングルス    エントリー１名、不成立

　　⑤小学生５・６年生男子シングルス

　　⑥小学生５・６年生女子シングルス

　　⑦中学生男子シングルス

　　⑧中学生女子シングルス エントリー無し、不成立

大会役員 ●大会会長 松本成章
●大会委員長 遠藤雄一
●大会委員 岩崎安雄  豊田真秀    永田昌大
●レフェリ－ 岩崎安雄  及び 大会役員
●事務局 角田常成

試合方法 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。 時間内に届出無い場合は欠場となります。

受付開始時間は設定しませんので来場された方は速やかに受付を行って下さい。

その際、必ずマスクを着用願います。又当方で行う検温にご協力下さい。

　指定時間　　　　 9:00 ・小学生5,6年男子全員　　　・小学生４年生以下男子全員 　　・一般男子全員

9:30 ・小学生5,6年女子全員 ・一般女子全員

　10:30 ・中学生男子全員

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

コンソレーションマッチ　： ノーアドバンテージ ６ゲーム先取

③ 審判 セルフジャッジでお願いします。　　

　但し対戦相手に不審なジャッジが続く場合やルールが不明な時は本部席までお申出下さい。 　
④ 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゜ナルテイーを課す場合があります。

  （例：５分遅れ　２ｹﾞｰﾑ失　　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、必ずコート周辺で待機してください。

尚、ウォーミングアップはサービス４本のみです。

⑤ 連続的プレー　　 1ケ゛ーム目終了後はヘ゛ンチ休息なし、各エンドの交代は90秒以内、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にお願いします。

⑥ 勝者は　　　　　 マスクを着用し、試合結果と使用球を本部席まで届けてください。

⑦ 初戦敗者は 申告無しで、コンソレーションマッチに進めます。

⑧ 服装 Ｔシャツでのフ゜レーはご遠慮ください。

⑨ 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。

お願い コロナ禍での開催の為、次ページの「新型コロナ感染症対策のご協力願い」を必ずお読み下さい。

又、感染状況によっては本大会を中止する可能性もあります、その場合は当協会ＨＰにその旨掲載致します。

＊各選手は各コートとも ２試合終了毎に 丸くフ゛ラシ掛けをお願いします。

＊この大会の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゛－以外の方は本部席への入室は御遠慮下さい。

＊雨天時等、延期もしくは中止の決定は大会会場で行います。開催の有無が不明の時は会場にてご確認下さい。

　 尚、延期の場合は当日の受付を義務づけしません。

     ※  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捨てないで下さい。



　　新型コロナウイルス感染症対策へのご協力とお願い
　　　～ 富士宮市テニス協会主催大会参加者並びに大会観戦者の皆様 ～

富士宮市テニス協会

　コロナ禍の中での開催となりますので感染症対策の為、以下の点ご留意下さい

１，エントリーについて

　・県外からの参加はご遠慮願います。

２，試合当日

①本大会への参加をご遠慮頂きたき方

　・体調の優れない方、新型コロナウイルス感染が疑われる方

　　（ex　発熱、咳や喉の痛み、味覚臭覚障害。）

　・２週間以内に新型コロナウイルス感染の疑いのある方と濃厚接触したと思われる方

　・受付時、主催者側の検温で 体温が37.5℃以上あった方

②受付時

　・必ずマスクを着用し、話す時は距離をとり言葉は少な目にお願いします

　・参加者はｱﾙｺｰﾙで手を洗浄し、その後非接触型体温計での体温測定を受けて下さい

　　（消毒用ｱﾙｺｰﾙは主催者側で準備します）

　・密にならないよう、各自（組）２ｍ以上の間隔を空けて待つ様にして下さい

③試合中

　・試合開始時、終了時とも相手との接触や近距離での会話は避けて下さい

　　（開始時のｻｰﾋﾞｽﾄｽや判定に関してのﾄﾗﾌﾞﾙ時の会話は注意願います、終了時握手無し）

　・試合中はマスク無しでプレーしてもOKです

　・プレー中体調不良になった場合は無理をせず，できるだけ棄権を申し出て下さい

④試合終了時

　・勝者はマスクを着用し、試合結果の報告とボールの返却を本部までお願いします

　・各種目毎の全試合結果出次第、入賞者には表彰状と賞品をお渡しします。

３，その他

　・試合待機時や観戦時はマスクを着用し、他の方とは十分な距離を保つ様お願いします

　・男子トイレの入口扉は開放にしておいて下さい。又ドアノブには触れない様に願います

　・こまめな手洗いをお願いします

　・試合が全て終わった選手は速やかに会場から去って下さい

　・本大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した方は、その旨を

 　主催者側に速やかにご連絡下さい。

　・接触確認アプリ(COCOA)のインストールもお願いします

　状況をご理解頂き、ご協力の程宜しくお願い致します



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種　目　： 一般男子Bクラス ダブルス 参加数：８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、２位

1R 2R F 2R 1R

増井 健太 静岡聖光学院 山本　元 富士宮ファミリーTC

矢崎 大智 静岡聖光学院 斉藤 英志 富士宮ファミリーTC

山本 寿夫 TC Fuji Sunrise 小松 禎史 スマパン
伊藤　元 TC Fuji Sunrise 森下 昌保 スマパン

山崎 祐輔 フリ- 米澤　司 DIP
細川 公規 桜TC山宮 吉岡 俊樹 DIP

杉山 秀平 頑打夢 佐野 尚哉 桜TC山宮
鈴木　潤 頑打夢 杉本 正吾 桜TC山宮

種　目　： 一般男子Bクラス ダブルス 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

1R 2R F 2R 1R

増井 健太 静岡聖光学院 山本　元 富士宮ファミリーTC

矢崎 大智 静岡聖光学院 斉藤 英志 富士宮ファミリーTC

山本 寿夫 TC Fuji Sunrise 小松 禎史 スマパン
伊藤　元 TC Fuji Sunrise 森下 昌保 スマパン

山崎 祐輔 フリ- 米澤　司 DIP
細川 公規 桜TC山宮 吉岡 俊樹 DIP

杉山 秀平 頑打夢 佐野 尚哉 桜TC山宮
鈴木　潤 頑打夢 杉本 正吾 桜TC山宮

1

2

3

4

5

6

7

8

優勝

4 8

1 5

優勝

2 6

3 7



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種　目　： 一般女子Bクラス ダブルス 参加数：５組

集合時間　： 全員　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 2R F 2R 1R

滝川 千里 富士宮ファミリーTC

山本 雅子 富士宮ファミリーTC

池谷 久花 ルネサス静岡
前田 香菜子 フリー

熊澤　歩 フリー
田村 雅子 フリー

遠藤 公子 富士宮LTC 佐野 桜香 桜TC山宮
平井 真由美 富士宮LTC 塩澤 彩芭 桜TC山宮

種　目　： 一般女子Bクラス ダブルス 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 2R F 2R 1R

滝川 千里 富士宮ファミリーTC

山本 雅子 富士宮ファミリーTC

池谷 久花 ルネサス静岡
前田 香菜子 フリー

熊澤　歩 フリー
田村 雅子 フリー

遠藤 公子 富士宮LTC 佐野 桜香 桜TC山宮
平井 真由美 富士宮LTC 塩澤 彩芭 桜TC山宮

Bye

Bye

1

2

3

4

5

6

7

8

Bye

1

2

3

4

Bye

Bye

Bye

優勝

5

6

7

8

優勝



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種 目 ： 小学４年生以下 男子シングルス　　 参加数：３名

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勝率 ②ｹﾞｰﾑ取得数 ③同率の場合対戦結果の勝者が上位の順で決定。

1 2 3 勝率 ゲーム取得数 順位

試合順序 ①-②、②-③、①-③

1

2

3

原賀 駿太郎

山本 大馳

セーシェルTC

TC Fuji Sunrise

コスモステニス森下 瑛太

／２

／2

／2



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種　目　： 小学５,６年生 男子シングルス 参加数：1１名

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、２位

１R ２R SF F SF ２R １F

優勝

種　目　： 小学５,６年生 男子シングルス 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

１R ２R SF F SF ２R １F

優勝

6

Bye

鈴木 蒼佑

7

8

9

10

11

12

2

3

4

鈴木 蒼佑 12②

5

6

1 小野田 堅斗

齋藤  陽希

池田 大悟

遠藤 岳

杉本 賢悟

片野 維月

田村 生成

足立 礼央

8

9

10

11

1①

2

3

4

5

本日庭球日

桜TC山宮

TC Fuji Sunrise

桜TC山宮

杉本 賢悟

片野 維月

田村 生成

足立 礼央

Bye

7

コスモスTC

桜TC山宮

コスモスTC

SSTA三島シンコースポーツ

ｱｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

桜TC山宮

永田 蔵ノ祐

小松 祐貴

桜TC山宮

遠藤 岳

永田 蔵ノ祐

小松 祐貴

桜TC山宮

本日庭球日

桜TC山宮

TC Fuji Sunrise

桜TC山宮

コスモスTC

桜TC山宮

コスモスTC

SSTA三島シンコースポーツ

ｱｲﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

桜TC山宮

小野田 堅斗

齋藤  陽希

池田 大悟



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種　目　： 小学５,６年生 女子シングルス 参加数：７名

集合時間　： 全員　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、２位

1R 2R F 2R 1R

優勝

種　目　： 小学５,６年生 女子シングルス　　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

1R 2R F 2R 1R

優勝

本日庭球日4

本日庭球日

桜TC山宮

TC Fuji Sunrise

セーシェルTC

5

6

7

8②

渡邉　瑠香 TC Fuji Sunrise

セーシェルTC

1①

2

3 原賀 みづき

TC Fuji Sunrise

1 渡邉　瑠香 TC Fuji Sunrise

石塚 梨花

石塚 苺花

小川 珠花

高野 りの

吉村 春音

Bye

原賀 みづき セーシェルTC 高野 りの

8 吉村 春音

本日庭球日

6 小川 珠花 桜TC山宮

7

セーシェルTC4 石塚 梨花 本日庭球日

5 石塚 苺花

2 Bye

3



２０２１(令和３年度）
富士宮市ステップアップテニス大会

種 目 ： 中学生男子シングルス 参加数：５名

集合時間　： 全員　１０：２０
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 2R F 2R 1R

優勝

種　目　： 中学生男子シングルス　　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 2R F 2R 1R

優勝

5

6

7

8

佐野 啓翔

Bye

セーシェル TC

本日庭球日

TC Fuji Sunrise

本日庭球日

木内 将太

石川 敬矩

Bye

鈴木 寿汰朗

Bye

大胡田 礼和

桜TC山宮

佐野 啓翔 桜TC山宮 5 Bye

1①

2

3

4

6 鈴木 寿汰朗 TC Fuji Sunrise

木内 将太 セーシェル TC 7 Bye

1

石川 敬矩 本日庭球日 8 大胡田 礼和 本日庭球日

2

3

4

Bye


