
　

静岡市テニス協会

指導育成委員長 柴　山　哲　也

顧　　　　　問 伊　東　末　廣 大　石　修　身

副　委　員　長 栗　田　和　明

レ フ ェ リ ー 疋　野　　　良

ア シ ス タ ン ト 大　石　修　身 千　代　慎　也 大　畑　禎　弘

 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。

 13. 新型コロナウイルス対策の別紙注意事項厳守及び申告書提出をお願い致します。

  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 ツアー

　　 ※1名3試合以上行う予定です。

  4. 試合方法は、1セットマッチ(6-6後タイブレイク)予定です。

2022年度 第2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。



杉山　遼介 石川　敬矩 滝本　礼偉 小島慎太郎 勝　敗

高瀬TC 本日庭球日 TAS ウンノST 順　位

杉山　遼介 3-0

高瀬TC 1 位　

石川　敬矩 1-2

本日庭球日 3 位　

滝本　礼偉 2-1

TAS 2 位　

小島慎太郎 0-3

ウンノST 4 位　

宇塚　　玄 津田　悠佑 富山　　暖 勝　敗

アクトSC 竜南TC ウンノST 順　位 津田　悠佑

宇塚　　玄 1-1 竜南TC 64

アクトSC 2 位　 沼本　千知

津田　悠佑 2-0 リックス静岡TC

竜南TC 1 位　

富山　　暖 0-2

ウンノST 3 位　 宇塚　　玄

アクトSC 60

山本　悠生 沼本　千知 齋藤　陽希 勝　敗 山本　悠生

高瀬TC リックス静岡TC 本日庭球日 順　位 高瀬TC

山本　悠生 1-1

高瀬TC 2 位　

沼本　千知 2-0 富山　　暖

リックス静岡TC 1 位　 ウンノST 60

齋藤　陽希 0-2 齋藤　陽希

本日庭球日 3 位　 本日庭球日

15歳以下

男子

0-6 3-6 6-0

6-0 6-3 6-0
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3-6 6-3 6-0

リーグ

1位同士

6-7

(3)
6-0

7-6

(3)

0-6 0-6 0-6

13歳以下

男子①

6-0

0-6 0-6

リーグ

3位同士

3-6 1-6

13歳以下

男子②

2-6 6-2

6-2 6-1

リーグ

2位同士

【日程】 7月29日(金)

【会場】 有度山総合公園

【時間】 9時00分
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ウンノST 亀谷　隆宏

3 神原　一星 高瀬TC 岡村　　悠
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神原　一星

6 鈴木　伶和 S's familyTC 佐藤　蒼馬 小手咲多朗

4 佐藤　蒼馬 S's familyTC (練習マッチ)

5 亀谷　隆宏 千代TC 小山　楼空

　【11歳以下男子】

1 高村　圭吾 S's familyTC (3位戦)

2 小山　楼空

9 岡村　　悠 アイTC 小山　楼空

佐藤　綺斗

7 小手咲多朗 ウンノST 小手咲多朗 佐藤　蒼馬

8 佐藤　綺斗 S's familyTC 佐藤　綺斗 神原　一星

2 多田愛香理 竜南TC 上稲葉成美

3 伊藤　愛美 ウンノST 石田　優月

　【15歳以下女子】

1 西澤　史歩 ワタナベTC (3位戦)

多田愛香理

6 小山　桃果 ウンノST 井上　藍奈 井上　藍奈

4 井上　藍奈 千代TC (練習マッチ)

5 上稲葉成美 アイTC 伊藤　愛美

7 石田　優月 ワタナベTC 小山　桃果 多田愛香理

8 佐藤くらら 高瀬TC 水元　れん 水元　れん

　【13歳以下女子】

1 佐藤　　蒼 リックス静岡TC (3位戦)

9 水元　れん ウンノST 伊藤　愛美

小山　桃果

2 堀内　海織 静岡市JTS (5位戦) 近藤　希海

3 和田由紀乃 リックス静岡TC 堀内　海織 川﨑　汐音

6 河口　香穂 竜南TC 平連　愛莉 平連　愛莉

7 平連　愛莉 リックス静岡TC

4 近藤　希海 時之栖TC 和田由紀乃 (7位戦)

5 渡辺　唯花 リックス静岡TC 河口　香穂 和田由紀乃

2 Bye 勝又由希菜

3 小柳　なお ウンノST 松浦　彩七

8 川﨑　汐音 竜南TC

　【11歳以下女子】

1 河村　愛莉 S's familyTC (3位戦)

6 和田梨々子 YODAX SPORTS 和田梨々子

4 勝又由希菜 時之栖TC (練習マッチ)

5 谷口　莉奈 S's familyTC 小柳　なお

和田梨々子

洞口あずさ

7 松浦　彩七 S's familyTC 小柳　なお

8 洞口あずさ 千代TC 洞口あずさ

【日程】 7月29日(金)

【会場】 有度山総合公園

【時間】 9時00分
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　【13歳以下男子】

1 増田　颯亮 清水LTC (3位戦)

2 大澤　　蓮 クボタテニス (5位戦) 大澤　　蓮

3 堺　　公誠 グリーンヒルTC 増田　颯亮 吉田　圭佑

嶋　　乙樹

7 嶋　　乙樹 千代TC

4 岩崎　暖大 ウインビレッジTC 岩崎　暖大 (7位戦)

5 森下　蒼大 高瀬TC 嶋　　乙樹 増田　颯亮

8 前川　輝斗 ウンノST (練習マッチ)

9 吉田　圭佑 クボタテニス 堺　　公誠

6 馬渕　瑛大 ウンノST 蛭間　大和

12 小林　幸隆 アクトSC 佐々木武揚 前川　輝斗

　【11歳以下男子】

10 蛭間　大和 清水LTC 森下　蒼大

11 佐々木武揚 静清GTC 前川　輝斗 堺　　公誠

3 岩崎　圭佑 ウインビレッジTC 潮　　夏希

4 髙柳　龍人 竜南TC (練習マッチ)

1 安川　　輝 竜南TC (3位戦)

2 馬渕　　敬 ウンノST 髙柳　龍人

牧野　篤志

8 森下　寛大 高瀬TC 松山丞太郎 森下　寛大

5 林　　晃聖 静岡市JTS 馬渕　　敬 馬渕　　敬

6 小川　　樹 静清GTC 林　　晃聖 松山丞太郎

9 松山丞太郎 竜南TC 岩崎　圭佑

10 潮　　夏希 ウンノST 林　　晃聖

7 牧野　篤志 静岡市JTS 牧野　篤志

【日程】 7月30日(土)

【会場】 草薙総合運動場

【時間】 9時00分


