
　

静岡市テニス協会

指導育成委員長 疋　野　　　良

顧　　　　　問 伊　東　末　廣 大　石　修　身

副　委　員　長 栗　田　和　明 亀　山　大　樹

レ フ ェ リ ー 疋　野　　　良

ア シ ス タ ン ト 大　石　修　身 柴　山　哲　也 千　代　慎　也

大　畑　禎　弘 中　山　裕　子 東　　　貴　大

  4. 試合方法は、6ゲーム先取ノーアド予定です。

2019年 第3回 静岡市テニス協会チャレンジマッチ

(　結　果　)

《　大 会 運 営 委 員　》

【 注 意 事 項 】

　1. 出場選手は指定時刻までにテニスウェアに着替えて大会本部に出席を届けて下さい。

     指定時刻に遅れた場合は棄権とします。

  2. 試合の有無は会場の天候によりますが、雨天の場合でも会場に集合して下さい。

　　 但し、終日天候が危ぶまれる場合、当日の試合有無疋野まで各所属団体責任者が確認の

     電話を入れてください。

  3. 試合はオーダーオブプレーによって入ります。随時確認して下さい。

 10. 地震等の災害時は大会本部の避難指示に従ってください。

 11. 本大会参加者は傷害保険に加入していますが、本大会参加者は各自の責任で参加してください。

 12. 個人を対象とする撮影については、原則対戦相手及び保護者の承諾を得る事とします。

  5. 審判は全てセルフジャッジで行います。

  6. 試合前のウォーミングアップは、サービスのみとします。

  7. 服装、及び用具はJTAトーナメント諸規則、倫理規定に従います。

　　  (わからない場合は事前に所属指導者に聞き、判断を指導してもらって下さい。)

  8. 試合結果は、勝者がボールを持って本部まで必ず届けて下さい。

  9. 試合球は、YONEX TMP60



鈴木　健太 【3位戦】

グリーンヒルTC W.O 稲垣　翔大 渡辺　瑛斗

松村　　侑 佐鳴台LTC 62 あおやま庭球塾 61

あおやま庭球塾 65 伊東　順正 望月　翔太

稲垣　翔大 竜南TC ウンノST

佐鳴台LTC 64 柴田　翔也

柴田　翔也 ウンノST 65

ウンノST 60 柴田　翔也 渡辺　瑛斗

伊東　順正 ウンノST 61 あおやま庭球塾

竜南TC 61 柴田　裕翔 望月　翔太

渡辺　瑛斗 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC ウンノST 64

あおやま庭球塾 61 大野　　陽

望月　翔太 YODAX SPORTS

ウンノST 60

杉山　遼介

高瀬TC

杉本　賢悟

TAS 65 則武　　遼 山田　一輝

池田　蒼叶 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 61 千代TC 63

千代TC W.O 榑林　慶人 堀　　巧人

岡野　　晶 61 S'sfamilyTC ウンノST

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC

清水　鷲真 清水　鷲真 杉本　賢悟

S'sfamilyTC 60 S'sfamilyTC 60 TAS 62

水井　翔夢 62 八坂小次郎 太田　侑希

清水LTC 高瀬TC 千代TC

大野　　陽

YODAX SPORTS 65 増田　輝星 池田　蒼叶

太田　侑希 高瀬TC 63 千代TC 60

千代TC 62 山田　一輝 依田　輝彦

八坂小次郎 千代TC ウンノST

高瀬TC 62

福地　慧士 池田　蒼叶 津田　悠佑

グリーンヒルTC 60 千代TC 64 静岡市JTS 62

依田　輝彦 大野　　陽 松永朔太郎

ウンノST 60 YODAX SPORTS 千代TC

津田　悠佑

静岡市JTS 64 清水　鷲真

則武　　遼 64 S'sfamilyTC 60

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 依田　輝彦

佐々木悠人 ウンノST

ウンノST 64

増田　輝星 八坂小次郎

高瀬TC 65 高瀬TC 60

山田　一輝 榑林　慶人

千代TC 60 S'sfamilyTC

柴田　裕翔

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 則武　　遼

榑林　慶人 60 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 60

S'sfamilyTC 62 増田　輝星

堀　　巧人 高瀬TC

ウンノST 65

松永朔太郎

千代TC

【11歳以下男子】　　　9月15日　日本平会場
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【Practice Match】
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【3位戦】 【5位戦】

石田　　渚 石田　　渚 齊藤　瑠花

ウンノST 62 ウンノST 63 イシバシTG 63

良知　舞莉 徳澄　小春 山﨑　美來

S'sfamilyTC W.O ウンノST 千代TC 60

齊藤　瑠花 伊藤　陽和

イシバシTG 64 【7位戦】 WishTC 65

山﨑　美來 齊藤　瑠花 辻　奈津希

千代TC 63 イシバシTG 60 竜南TC

清水　葵音 辻　奈津希

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 62 竜南TC

中井　仁子

竜南TC 60

橋本　彩花 大島こころ 清水　葵音

WishTC 64 静岡市JTS 62 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 63

柴山　祈梨 杉山　有央 森下　真凛

ウンノST 60 千代TC コスモスTC

大島こころ

静岡市JTS 60 清水　葵音 中井　仁子

杉山　有央 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 65 竜南TC 63

千代TC 61 中井　仁子 大島こころ

伊藤　陽和 竜南TC 静岡市JTS

WishTC 63

徳澄　小春 森下　真凛

ウンノST 65 コスモスTC 64

森下　真凛 前田　愛麗

コスモスTC 63 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津

前田　愛麗

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 60 杉山　有央

辻　奈津希 千代TC 61

竜南TC 前田　愛麗

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津

【3位戦】

辻　颯太郎 天野　晃作

竜南TC 60 清水LTC 60

天野　晃作 大石　元喜

清水LTC 60 S'sfamilyTC

木村　溫知

ルネサンス静岡 84

原　裕太郎 木村　溫知 辻　颯太郎

清水LTC 60 ルネサンス静岡 62 竜南TC 76(3)

玉野　永遠 玉野　永遠 大石　元喜

イシバシTG 63 イシバシTG S'sfamilyTC

佐藤　友哉

ベルTS 61 玉野　永遠

大石　元喜 イシバシTG 65

S'sfamilyTC 佐藤　友哉

ベルTS

木村　溫知

ルネサンス静岡 63

佐藤　友哉

ベルTS

【Practice Match】

【11歳以下女子】　　　9月15日　日本平会場　　集合時間　　1R  9:00　　2R  10:00
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【Practice Match】
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【15歳以下男子】　　　9月16日　日本平会場　　集合時間　　1R  9:00　　2R  10:00
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【3位戦】 【5位戦】

谷澤　怜真 山内　智貴 杉本　正悟

あおやま庭球塾 60 イシバシTG 65 TAS 63

天野　恵佑 鈴木聡一郎 望月　奏空

清水LTC 62 あおやま庭球塾 ウンノST 61

杉山　滉星 佐藤　颯真

イシバシTG 63 【7位戦】 イシバシTG 62

杉本　正悟 望月　奏空 齊藤　加夢

TAS 60 ウンノST 62 イシバシTG

望月　輝人 齊藤　加夢

清水LTC イシバシTG

正木　辰弥 61

竜南TC 62

石川　　零

グリーンヒルTC 64 天野　恵佑 前田　　澪 石川　　零

望月　奏空 清水LTC 65 クボタテニス 64 グリーンヒルTC 64

ウンノST 60 村松　宏紀 岩﨑　　楓 鬼頭　　実

大橋　草太 静岡市JTS 静岡市JTS ベルTS

静岡市JTS 63

岩﨑　　楓 天野　恵佑 正木　辰弥

静岡市JTS 64 清水LTC 64 竜南TC 62

杉本康太郎 猿渡　義明 岩﨑　　楓

清水LTC 61 ウンノST 静岡市JTS

岩田　　純

ウンノST 62 大橋　草太 大橋　草太

前田　　澪 静岡市JTS 61 静岡市JTS 63

クボタテニス 60 猿渡　義明 正木　辰弥

山内　智貴 ウンノST 竜南TC

イシバシTG 63

加藤　滉大 望月　輝人 杉山　滉星

TAS 61 清水LTC 64 イシバシTG 60

鬼頭　　実 村松　宏紀 近藤　天空

ベルTS 63 静岡市JTS コスモスTC

村松　宏紀

静岡市JTS 61 望月　輝人 近藤　天空

猿渡　義明 清水LTC 62 コスモスTC 62

ウンノST 60 寺田　竜輝 岩田　　純

近藤　天空 ベルTS ウンノST

コスモスTC 63

勝山　晴斗 寺田　竜輝 岩田　　純

静岡市JTS W.O ベルTS 65 ウンノST 63

佐藤　颯真 池上侃太朗 杉本康太郎

イシバシTG 64 クボタテニス 清水LTC

齊藤　加夢

イシバシTG 61 池上侃太朗 杉山　滉星

池上侃太朗 クボタテニス 60 イシバシTG 60

クボタテニス 61 後藤　波音 杉本康太郎

後藤　波音 清水LTC 清水LTC

清水LTC 61

清水　千煌 前田　　澪 鬼頭　　実

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 61 クボタテニス 62 ベルTS 63

植松　大晴 後藤　波音 植松　大晴

静岡市JTS 62 清水LTC 静岡市JTS

寺田　竜輝

ベルTS 60

鈴木聡一郎

あおやま庭球塾
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【Practice Match】
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【13歳以下男子】　　　9月16日　日本平会場　　集合時間　　1R  9:00　　2R   9:30
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【3位戦】 【5位戦】

大石　幸奈 大石　幸奈 北堀　瑞喜

清水LTC 64 清水LTC 61 ベルTS 63

小山　琉奈 水元　れん 赤池　千幸

ウンノST 61 ウンノST あおやま庭球塾 61

小林　優奈 61 杉山　瑞歩

TAS 【7位戦】 あおやま庭球塾 61

岡田　和夏 北堀　瑞喜 市川こころ

グリーンヒルTC 65 ベルTS 60 グリーンヒルTC

北堀　瑞喜 市川こころ

ベルTS 63 グリーンヒルTC

横山菜々香

あおやま庭球塾 62

池田　蘭野

竜南TC 62 小林　優奈 望月　葉菜 小山　琉奈

望月　葉菜 TAS 61 高瀬TC 64 ウンノST 60

高瀬TC 61 佐藤くらら 佐野　文萌 岡田　和夏

中井緋奈子 高瀬TC あおやま庭球塾 グリーンヒルTC

竜南TC 60

佐藤くらら 望月　葉菜 山口　　凛 中井緋奈子

高瀬TC 64 高瀬TC 61 グリーンヒルTC 60 竜南TC 62

赤池　千幸 北堀　真帆 大塚　咲弥 大塚　咲弥

あおやま庭球塾 63 ベルTS WishTC WishTC

杉山　瑞歩

あおやま庭球塾 60 山口　　凛 岡田　和夏 池田　蘭野

近藤奈津妃 グリーンヒルTC 61 グリーンヒルTC 64 竜南TC 60

高瀬TC 64 佐野　文萌 中井緋奈子 佐野　文萌

山口　　凛 63 あおやま庭球塾 竜南TC あおやま庭球塾

グリーンヒルTC

山下　友杏 岡田　和夏 小山　琉奈

S'sfamilyTC 65 グリーンヒルTC 63 ウンノST 64

大塚　咲弥 大塚　咲弥 池田　蘭野

WishTC 60 WishTC 竜南TC

水元　れん

ウンノST 63 小山　琉奈 大塚　咲弥

佐野　文萌 ウンノST 62 WishTC 63

あおやま庭球塾 中井緋奈子 澤入　美空

澤入　美空 65 竜南TC S'sfamilyTC

S'sfamilyTC 60

北堀　真帆 池田　蘭野 佐藤くらら

ベルTS 61 竜南TC 64 高瀬TC 62

市川こころ 澤入　美空 山口　　凛

グリーンヒルTC S'sfamilyTC グリーンヒルTC

小林　優奈 小林　優奈

TAS 65 TAS 61

近藤奈津妃 望月　葉菜

高瀬TC 高瀬TC

佐藤くらら 近藤奈津妃

高瀬TC 60 高瀬TC 60

北堀　真帆 佐野　文萌

ベルTS あおやま庭球塾

【15&13歳以下女子】　　　9月16日　西ヶ谷会場　　集合時間　　全員   9:00
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【Practice Match】
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鈴木　逞郎 山本　悠真 大澤　　蓮 吉田　圭佑

あおやま庭球塾 60 丹那TC 60 クボタテニス 60 クボタテニス 65

山本　悠真 榑林　奏良 榑林　奏良 池田　大悟

丹那TC 64 S'sfamilyTC S'sfamilyTC TAS

吉田　圭佑 64

クボタテニス 池田　大悟 山本　悠真 則武　　駿

池田　大悟 TAS 62 丹那TC 62 ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 61

TAS 60 福島　幹太 福島　幹太 堀越　琉也

則武　　駿 ウンノST ウンノST クボタテニス

ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 60

大石　虎輝

清水LTC 63

大澤　　蓮

クボタテニス 64

福島　幹太

ウンノST 60

榑林　奏良

S'sfamilyTC 60

堀越　琉也

クボタテニス W.O

清水　　竣

パルケSC

^

山本　莉子 杉山　巴菜 杉山　巴菜

丹那TC 62 あおやま庭球塾 63 あおやま庭球塾 64

竹下　采佑 山本　莉子 竹下　采佑

竜南TC 丹那TC 竜南TC

佐野　来実 伊藤　心咲 佐野　来実

TAS 65 丹那TC 62 TAS 65

伊藤　心咲 髙野瀬柚寿 髙野瀬柚寿

丹那TC あおやま庭球塾 あおやま庭球塾

杉山　巴菜 山本　莉子 竹下　采佑

あおやま庭球塾 61 丹那TC 64 竜南TC 63

伊藤　心咲 髙野瀬柚寿 佐野　来実

丹那TC あおやま庭球塾 TAS

【Practice Match】

1

2

3

4

5

【9歳以下男子】　　　9月28日　日本平会場　　集合時間　　1R   9:00　　2R   9:30

【9歳以下女子】　　　9月28日　日本平会場　　集合時間　　
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