
主催 静岡市テニス協会

主管 静岡市テニス協会 行事運営委員会

期日 ２０２０年３月８日（日） 予備日： 3月15日（日）

会場 有度山総合公園テニスコート 予備日: 西ヶ谷コート

種目 ミックスダブルスまたは女子ダブルス

●　白組（中・上級） ●　赤組（初級）

試合方法 全試合 6ゲーム先取ノーアドバンテージ

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ サービスのみ　※会場敷地内でのボレーボレー等はご遠慮ください
練習コート 当日、8：00～8：25まで練習コートとして開放します
その他 テニスウェアでプレーしてください

セルフジャッジで行います
小雨決行しますが、悪天候が予想される場合、試合当日朝７時に協会ホームページに
日程を発表します　（各自で確認をお願いします）
ミックスダブルスの試合ですので、40-40になった場合、以下の通りにしてください
　　男性がサーブのゲームでは　男性がレシーブ
　　女性がサーブのゲームでは　女性がレシーブ

注意事項
・ 定刻までに本部で受付をし、参加料3,500円（お釣りの無いように）をお支払いください

・ 赤組は２ブロックに分け、ドローは全て抽選で決定しました。（シードがありません）

・ １回戦敗者のコンソレーションはトーナメント方式で行います

・ 白組は優勝、準優勝、３位、コンソレ優勝

赤組は優勝、準優勝、ベスト４、コンソレ優勝、コンソレ準優勝　に賞品があります

・ 参加チームが多数のため、各チーム最低２試合を消化していただきます

・ 雨天順延で3/15（日）西ヶ谷コートに変更になった場合、コート面数が減少するため

赤組のみ試合を行い、白組は中止とさせていただきます。

ご理解とご協力を宜しくお願いします。

・ 試合を欠場する場合でも参加料3,500円はお支払いください

・ ペア変更をされる場合は、大会に参加できますが、メインドローの勝利権は無し

コンソレーションは通常通り行えます

・ ペア変更、欠場等の場合は　担当者：大山（090-4115-6568）　まで連絡をしてください

・ 参加賞は抽選となりますので、お帰りの際に本部へ寄り抽選してからお帰りください

※ 有度山コートの駐車場は100台程度しか入りません

８４組が参加していますので、ペアで車１台でお越しください

ご協力お願い致します

第４２回　　２０１９（令和元）年度



【　白組　】 10：00　　１R（No.2～5,9,10,13,14,19,20） 11：30　　２R

# 選手名 所属 選手名 所属 #

宮下　龍一朗 静清グリーン
芹澤　沙希子 千代

戸田紀章 CoCoa倶楽部 鬼頭英幸 CoCoa倶楽部
原香菜子 CoCoa倶楽部 山田みのり CoCoa倶楽部

高橋　重晴 Fine Base 佐塚千尋 ウインビレッジ
高橋　寿美 Fine Base 城島智恵 ウインビレッジ

木川大輔 竜南 青木　泰史 庭球道
成島すみれ 静岡大学 池田　仁美 ウンノストロベリー

鈴木　槙吾 DIP 内田貴大 Cool B !!
平垣　美代子 DIP 前田有佳里 Cool B !!

山下雅人 ウインビレッジ 中村尚之 クレストン
田代千佳 ウインビレッジ 原美里 M-JAT

森 悠人 静清グリーン 鷲巣　雄一 ウンノストロベリー

石川 琴乃 M-JAT 赤堀　汐 静清グリーン

池田英俊 庭球道 花村　泰地 Fine Base
村上佳子 ウンノストロベリー 上村　奈津希 CoCoa倶楽部

長嶋秀道 ウインビレッジ 山田隼人 love bouzu
藤牧美幸 ウインビレッジ 山田有美子 M-JAT

岸山　功治 Fine Base 石上　陽介 Fine Base
杉山　靖佳 Fine Base 石上　陽子 Hi-ball

中神　正継 Baby steps 東貴大 しずおか焼津信用

富永　まどか Baby steps 近藤碧 YSG
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【　赤組　】パートⅠ 8：25　　全チーム

# 選手名 所属 選手名 所属 #

安中宏彰 CoCoa倶楽部 三田村俊彦 CoCoa倶楽部
花田志重 CoCoa倶楽部 三田村聖子 CoCoa倶楽部

井澤毅司 TTT 八木孝和 高瀬カレッジ
井沢康子 TTT 八木知子 高瀬カレッジ

坂田　和久 リックス静岡 青山優斗 リックス静岡
鈴木　里美 ルネサンス静岡 玉井日菜 リックス静岡

豊島　竜太 DIP 杉山武 YDET
望月　美智子 DIP 小菅幸子 ルネサンス静岡

志村　祥平 Fine Base 池ヶ谷勇登 YODAX
本田　圭美 Fine Base 池ヶ谷真由 YODAX

小川公宏 ウンノストロベリー 浜崎礼子 FNA
小杉明世 リックス静岡 紅林みつ子 FNA

森脇　渉 YODAX 森永尚 ルネサンス静岡
和田　絵里佳 YODAX 宮下謡子 ルネサンス静岡

加賀谷　一博 ルネサンス静岡 大野文征 ウインビレッジ
加賀谷　康代 ルネサンス静岡 森　彩 ウインビレッジ

臼井　哲也 千代 櫻井達広 庭球道
臼井　晴子 千代 武安祥子 庭球道

蒲原一浩 All Rounders 齋木 大輔 リックス静岡
山梨香澄 All Rounders 青山みゆき ルネサンス静岡

杵塚 明彦 クレストン 竹田秀幸 BBC
泉 里佳 クレストン 斉藤緑 葵NTC

稲生利彦 ウインビレッジ 米澤　剛至 Fine Base
石川由紀枝 ウインビレッジ 米澤　喜子 Fine Base

梶山聡子 ウンノストロベリー 高塚欣也 西ケ谷TC
梶山啓二 Baby steps 森はるみ 葵NTC

木村益宏 DIP 良知　正彦 グリーンポート
望月みね子 YDET 米村　なつき グリーンポート

代田宏明 ルネサンス静岡 大吉唯之 ＴＴ．ＤＡＩ
長谷川さなえ ルネサンス静岡 大吉祐子 ＴＴ．ＤＡＩ

佐藤高久 葵NTC 関谷勝成 YDET
望月美奈 葵NTC 佐野奈穂子 小糸製作所
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テニス協会ホームページは

「静岡市テニス協会」で検索!!

更新情報はTwitterで...
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@shizuokatennis
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【　赤組　】パートⅡ 8：25　　No.33～62 11：00　　No.64

# 選手名 所属 選手名 所属 #

朝倉毅 ルネサンス静岡 山本　邦晴 CoCoa倶楽部
寺田倫子 ルネサンス静岡 村井　晴子 RIZE↑↑

小澤　巧 静岡県庁 笹井　康三 スター精密
望月　花純 静岡銀行 笹井　有紀子 スター精密

大畑 雅彦 YODAX 五十嵐　藍 ルネサンス静岡
吉野 貴子 YODAX 松川　敏也 ルネサンス静岡

橋本　義博 千代 佐藤彰洋 ウンノストロベリー
橋本　吉美 千代 天野千絵 Hi-ball

谷澤　翔太 Fine Base 伊藤　学 Fine Base
鷲巣　愛子 Fine Base 八木　恵 Fine Base

水野健児 ルネサンス静岡 須田翔悟 リックス静岡
高田光恵 リックス静岡 鈴木智子 草薙TC

脇坂真司 YODAX 岩辺武 DIP
加藤由佳 YODAX 児玉幸美 DIP

平野香 高瀬カレッジ 赤松剛 All Rounders
松本薫 高瀬カレッジ 清水有里 庭球道

夏目昌幸 YDET 山田　通康 ウインビレッジ
永田文子 All Rounders 山田　輝美 ウインビレッジ

吉田唯人 クレストン 望月顕治 葵NTC
上村ゆかり クレストン 石川育子 葵NTC

浅川昭夫 ウインビレッジ 鈴木　孝治 YDET
杉本由里子 ウインビレッジ 栗山　トシエ YODAX

田島達至 庭球道 篠原　敏夫 ルナール島田
戸塚葉子 庭球道 篠原　真由美 ルナール島田

望月早恵子 RIZE↑↑ 山梨智久 リックス静岡
鈴木奈知代 ウインビレッジ 西川洋美 リックス静岡

土勢　憲一朗 ルネサンス静岡 杉本　孝喜 グリーンポート
松永　美保 ルネサンス静岡 塚本　朋子 静岡倶楽部

大倉晃之 ＴＴ．ＤＡＩ
大倉佳子 ＴＴ．ＤＡＩ

山田　智稚 静清グリーン 米澤太河 DIP
山田　奈美子 静清グリーン 平垣愛美 DIP

@shizuokatennis 「静岡市テニス協会」で検索!!
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