
期日：　２０２２年１月２３日（日）　　予備日：１月３０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 松本成章

〇大会委員長 遠藤雄一

〇大会委員 土屋正芳　岩崎安雄

〇レフェリ－ 岩崎安雄 及び 大会役員

〇事務局 角田常成 　

【受付時間 】　

【一般男子】　  No１を除く全チーム  No１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】　  No1、2のチーム  No 3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

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（1/23）：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受付は、コロナ対策の為代表選手１名でお願いします。その際出場メンバ－の確認を行いますが登録メンバーが 6名以上

　 揃っていない場合或いは試合開始後登録ﾒﾝﾊﾞｰ以外の選手の参加が判明した場合、そのチームは失格となります。

　 受付時、各ﾁｰﾑ代表者の検温を行います。各代表者は自ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰの健康状態を把握し、ご報告願います。

　 各参加選手は、受付付近に消毒用ｱﾙｺｰﾙを設置しますので、各自速やかに手消毒をお願い致します。

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、その時点で協会役員が判断します。）

④受付後、隣の窓口で試合参加費を会計担当に支払って下さい。

⑤本戦はｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 6ｹﾞｰﾑ先取。ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝは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無し）

ウォームアップはサービス４本のみ。

⑥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：全試合３ポイント全てを行います。

⑦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 ﾏｽｸを着用し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）。

⑧表彰　　・男子　：　1位、2位、3位　　　　　・男子 コンソレ　：　1位 　　　・女子　：　1位

⑧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。

お願い ＊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。

＊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。

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場合もあります、その場合は当協会ＨＰにその旨掲載致します。

 　　　　　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。

  2022年　第16回富士宮市チ－ム対抗戦テニス大会

【大会役員】



　　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の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℃以上あった方及びそのチーム

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

　・ﾁｰﾑ代表者はｱﾙｺｰﾙで手消毒し、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）

　・ﾁｰﾑ代表者は自ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰの健康状態を把握し、受付時その結果を報告願います。

　・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



種目 ： 一般男子　 参加ﾁｰﾑ数；１５（９２人）

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

試合方法 ： ｾﾐ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位

チーム名 所属団体 1 2 3 4 5 6 7
F SF 2R 1R

「三位決定戦 」

加藤幹也 水口翔龍 高橋孝一 宮本貴史16② メリーポピンズ メリーポピンズ 厚木優希 根上朝光

赤堀秀則

加藤大樹

佐野信博 杉山博俊 望月達夫

坂田和久 川村晃一郎 滝田康利 加賀谷一博

15 ｱﾝﾅﾊﾞﾝﾊﾞﾝ ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 豊田真秀 諏訪部光治

14 Team Kentan ﾙﾈｻﾝｽ静岡 土勢憲一朗 杉本晃三

遠藤滋信 牧野哲朗 沢崎健一 中島達展

丸山 純 磯 貴紀 古郡龍郎 野崎正成

13 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC A 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 牛山浩三 佐野繁一

12 TAN-B 桜TC山宮 遠藤 淳 平松康弘

富田恭行 甲谷聡士 溝口慎二 櫻井 翼

青島泰雅 青山優斗 青嶋悠之介 外山雄司

11 チーム朝練
cocoa倶楽部PSY,
竜南,高瀬,静清Ｇ Ｔ
Ｃ,静焼信金

籾山拓三 山谷哲司

10 薬師寺ターミナル フリー 薬師寺 卓 小澤 巧

森田剛生 西松 遼 平井 湧 原　侑也

佐野勇介 小林尭弘 三輪大介
優勝

9 PEACH Care.TC 東レ 百瀬 智 中山聡一郎

8 ＷＴＣ ＷＴＣ 岩瀬貴之 杉田行紀 望月陵太 上原謙一

大石 将志 山本 舜

多賀谷将史

7 POMP POMP 漆畑貴大 ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 瀬川 良 野村和輝

6 「きた」の国から
CoCoa倶楽部
旭化成

喜多健一郎 田中孝明 長島治雄 岩谷貴司 藤田 充

稲葉 浩

柴田和幸

5 ﾁｰﾑｱﾝﾅﾊﾞﾝ ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 前島匡樹 澤出和宏 海野吉正 外山直通 佐野結城

4 鈴与KTC 鈴与KTC 風間 翔 杉山悠生理 佐藤貴德 富永翔大 深澤 勉

前島 力 野村昌弘 岡風呂兼一 浜畑秀人3 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC B 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 山本 元 斉藤英志

2 Bye

佐野吉史 杉山聖斗 佐野尚哉1① TAN-A 桜TC山宮 永田 昌大 熊谷 真幸 渡邉良太



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
F SF 2R 1R

16② メリーポピンズ メリーポピンズ 厚木優希 根上朝光 加藤大樹 加藤幹也 水口翔龍 高橋孝一 宮本貴史

佐野信博 杉山博俊 望月達夫15 ｱﾝﾅﾊﾞﾝﾊﾞﾝ ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 豊田真秀 諏訪部光治 赤堀秀則

坂田和久 川村晃一郎 滝田康利 加賀谷一博14 Team Kentan ﾙﾈｻﾝｽ静岡 土勢憲一朗 杉本晃三

遠藤滋信 牧野哲朗 沢崎健一 中島達展

磯 貴紀 古郡龍郎 野崎正成

13 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC A 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 牛山浩三 佐野繁一

12 TAN-B 桜TC山宮 遠藤 淳 平松康弘 丸山 純

甲谷聡士 溝口慎二 櫻井 翼11 チーム朝練
cocoa倶楽部PSY,
竜南,高瀬,静清Ｇ
ＴＣ,静焼信金

籾山拓三 山谷哲司 富田恭行

青島泰雅 青山優斗 青嶋悠之介 外山雄司10 薬師寺ターミナル フリー 薬師寺 卓 小澤 巧

森田剛生中山聡一郎 西松 遼 平井 湧 原　侑也

小林尭弘 三輪大介

優勝
9 PEACH Care.TC 東レ 百瀬 智

8 ＷＴＣ ＷＴＣ 岩瀬貴之 杉田行紀 望月陵太 上原謙一 佐野勇介

ｼﾙﾊﾞｼﾞｪｲｿﾝ 瀬川 良 野村和輝 大石 将志 山本 舜

岩谷貴司 藤田 充 多賀谷将史

7 POMP POMP
漆畑貴
大

6 「きた」の国から
CoCoa倶楽部
旭化成

喜多健一郎 田中孝明 長島治雄

外山直通 佐野結城 稲葉 浩

深澤 勉 柴田和幸

5 ﾁｰﾑｱﾝﾅﾊﾞﾝ ｱﾝﾅﾊﾞﾝTC 前島匡樹 澤出和宏 海野吉正

4 鈴与KTC 鈴与KTC 風間 翔 杉山悠生理 佐藤貴德 富永翔大

野村昌弘 岡風呂兼一 浜畑秀人3 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC B 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC 山本 元 斉藤英志 前島 力

2 Bye

佐野吉史 杉山聖斗 佐野尚哉1① TAN-A 桜TC山宮 永田 昌大 熊谷 真幸 渡邉良太



種目 ： 一般女子　 参加ﾁｰﾑ数；３（１８人）

集合時間 ：①、②のチーム  ８：５０ ③のチーム　９：５０

試合方法 ： ｾﾐ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】

全試合とも３ﾎﾟｲﾝﾄ（全ｹﾞｰﾑ）行う。

　　①　　 　　②　　 　　③　　 勝ち数
取得ｾｯﾄ

率
全試合取得
ゲーム率 順位

① ／ ／

② ／ ／

③ ／ ／

[ 試合順 ] ①②⇒②③⇒①③

メ　ン　バー

ﾁｰﾑEmmaちゃん

所属団体

土屋 和子、鈴木 真里子、大石 絵里、長橋 美奈子、望月 典子、加藤 信子

永島 楓、大橋 風香、青山 みゆき、西川 洋美、高橋 彩、本間ほのか

佐野 孝子、依田理恵子、渡辺 文美、芝切 清美、本間 千恵子、杉山 ちなみ

チーム名

富士宮ファミリーTC 

瀬名川防衛隊

② 瀬名川防衛隊

③ ﾁｰﾑEmmaちゃん アンナバンTC

　　　　チーム名

① 富士宮ファミリーTC 富士宮ﾌｧﾐﾘｰTC

KohwaTC ﾘｯｸｽ静岡
POMP


