
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 ２０２１年３月１４日（日） 予備日：ありません

会場 西ヶ谷庭球場

種目 ミックスダブルスまたは女子ダブルス

●トーナメントクラス（上級）　●テクニシャンクラス（中級）　●エンジョイクラス（初級）

試合方法 メインドロー １セットマッチノーアドバンテージ

コンソレ ６ゲーム先取ノーアドバンテージ

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

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

・ 試合当日参加料3,500円（お釣りの無いように）とコロナ申告書を受付時に提出ください

・ 試合会場では、人との距離を保ち、プレー以外はマスクの着用をお願いします

・ 練習は初戦のみ３分間（ストロークとサービスのみ）、以降はサービスのみで行ってください

（３分間厳守でお願いします）

・ 初戦敗者によるコンソレーションをトーナメント方式で行います（予定）

・ 全日程を終了されてお帰りの際、本部で抽選品を受け取ってからお帰りください

・ 賞品は各クラス優勝・準優勝チームに用意致します

・ ゴミは各自お持ち帰りください

・ 試合当日、悪天候が予想される場合は、試合前日3/13（土）の18時頃に

ホームページで予定を発表しますので、各自でご確認ください

・ テクニシャン・エンジョイの各クラスのドローに名前が載っているチームで欠場をする場合は

キャンセル待ちのチームに連絡をする為、お早めにご連絡ください

キャンセルは 3/12（金）18時まで 受け付けます　それ以降にキャンセルをされる場合は

参加料をお支払いいただきます

連絡先 090-4115-6568　（大山）

　 　

第４２回　　２０２０（令和２）年度



静岡市テニス協会 新型コロナ対策（大会用） 兼 申告書 
 

 

〇 大会当日、以下の項目に該当する場合は、棄権を申し出てください。 

・体調が優れない場合（例：発熱・咳、のどの痛みや嗅覚・味覚の異常） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われている方がいる場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航 

 又は該当在住者との濃厚接触がある場合 

〇 参加者及び引率者は必ずマスクを持参してください。※試合中の選手は外してください。 

〇 プレー中以外で人と接する場合は、必ずマスクを着用してください。 

〇 周囲の人とは、安全と思われる距離（約２メートル）を保って行ってください。また次の試合の 

   待機は、選手を含め人が多く集まる場所は避けてください。 

〇 大きな声による会話や応援はご遠慮ください。 

〇 こまめな手洗い・うがい・アルコール等による消毒をしてください。 

〇 会場内のクラブハウスの利用は必要最低限にしてください。 

〇 試合日程が終了した選手は、速やかにお帰り願います。 

〇 ゴミは各自持ち帰ってください。 

〇 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場合は、主催者に対して速やかに 

   濃厚接触者の有無について報告してください。 

〇 申告書は試合当日受付時に必ず本部へ提出してください（提出がないと出場できない場合もあります） 

 

【 コート内 】 

〇 試合前のサービストスは、対戦相手との距離を保ち行ってください。 

〇 プレー中のスコアやジャッジ等で相手選手との意見が異なった場合、対戦相手との距離を保って 

   話し合いをしてください。 

〇 試合終了後の握手は行わないでください。試合終了時に終了の確認をし、その場でお互い    

   あいさつをしてください。 

〇 ダブルスでのハイタッチ等のペアとの接触や近距離での会話はしないようにしてください。 

〇 大会本部での受付や結果報告等の際は、マスクを着けて来てください。 
 
 

     《 申 告 書 》 
 
試合当日２週間前における以下の項目に当てはまるもの全てに☑してください。 

 □ 平熱を超える発熱はなかった（37 度 5 分以上） 

 □ 咳、のどの痛みなど風邪の症状はなかった 

 □ だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)などなかった 

 □ 嗅覚や味覚の異常はなかった 

 □ 体が重く感じる、疲れやすい等と感じることがなかった 

 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触はなかった 

 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われている方はいない 

 □ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航 

    又は該当在住者との濃厚接触はなかった 

 

 □ 静岡市テニス協会 新型コロナ対策（大会用）を理解し遵守する 

 

  以上のことを申告した上で、本日   年   月   日の試合に参加致します。 

 

  本日の体温：   度   分 

 

  氏   名：    所属団体： 

キリトリ 

 



【　エンジョイクラス（初級）　】 集合時間　全チーム　8：00～8：15

※全員コロナ申告書を試合当日の受付時に大会本部に提出してください

# 選手名 所属 選手名 所属 #

シルバジェイソン POMP 飛松　保裕 ウインビレッジ
安井　彩華 POMP 浅川　幸子 ウインビレッジ

関　義則 千代 大畑　雅彦 YODAX
関　操 ルネサンス静岡 吉野　貴子 YODAX

山田　通康 ウインビレッジ 水野　健児 リックス静岡
山田　輝美 ウインビレッジ 加賀谷　康代 ルネサンス静岡

坂田　和久 リックス静岡 草間　博志 千代
新田　祐美 ルネサンス静岡 草間　由有子 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

浅川　昭夫 ウインビレッジ 大森　悠史 ウインビレッジ
杉本　由里子 ウインビレッジ 大森　彩花 ボルティス

佐藤　彰洋 北條会 川原　孝昭 ルネサンス静岡
天野　千絵 ルネサンス静岡 生駒　貴子 ルネサンス静岡

浜崎　礼子 RIZE↑↑ 杉山　加寸秀 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
紅林　みつ子 RIZE↑↑ 岡田　美津子 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

土勢　憲一朗 ルネサンス静岡 金清　博 Fine Base
松永　美保 ルネサンス静岡 松山　直美 Fine Base

コンソレーション

※ ドローは全て抽選で決定し、シードはありません

１R敗者はコンソレーションをトーナメント方式で行います（予定）

参加料３５００円（お釣りのない様に）とコロナ申告書を、受付時に大会本部に提出してください

参加者全員に抽選品がありますので、自分の日程が終了しお帰りになる前に、大会本部で抽選してください

15

8 16

7

5 13

6 14

3 11

4 12

1 9

2 10



【　テクニシャンクラス（中級）　】 集合時間　全チーム　8：15～8：30

※全員コロナ申告書を試合当日の受付時に大会本部に提出してください

# 選手名 所属 選手名 所属 #

花村　泰地 Fine Base 志村　祥平 Fine Base
杉山　靖佳 Fine Base 本田　圭美 Fine Base

二部　雄太 県大教職員 良知　正彦 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
榎本　佳那 ルネサンス静岡 米村　なつき 草薙TC

日下部　保夫 All Rounders 前田　誠 YODAX
荒井　陽子 CoCoa倶楽部 和田　絵里佳 YODAX

水野　卓也 日本平クラブ 鈴木　潤 CoCoa倶楽部
城島　智恵 ウインビレッジ 原　香菜子 CoCoa倶楽部

谷澤　翔太 Fine Base 高橋　重晴 Fine Base
織田　信央 Fine Base 高橋　寿美 Fine Base

蒲原　一浩 All Rounders 原田　竜介 北條会
山梨　香澄 All Rounders 興津　美帆 ルネサンス静岡

志村　直樹 IMPACT 米澤　剛至 Fine Base
平垣　美代子 北條会 米澤　喜子 Fine Base

稲舛　宮芳 CoCoa倶楽部 山下　雅人 ウインビレッジ
青木　美那海 CoCoa倶楽部 高橋　沙季 CoCoa倶楽部

コンソレーション

※ ドローは全て抽選で決定し、シードはありません

１R敗者はコンソレーションをトーナメント方式で行います（予定）

参加料３５００円（お釣りのない様に）とコロナ申告書を、受付時に大会本部に提出してください

参加者全員に抽選品がありますので、自分の日程が終了しお帰りになる前に、大会本部で抽選してください

15

8 16

7

5 13

6 14

3 11

4 12

1 9

2 10



【　トーナメントクラス（上級）　】 集合時間 No.3～14　10：45～11：00

No.1、16　11：45～12：00

※全員コロナ申告書を試合当日の受付時に大会本部に提出してください

# 選手名 所属 選手名 所属 #

上野　陽祐 三菱電機 飯塚　祐登 Cool B !!
吉川　弘野 三菱電機 寺田　郁美 All Rounders

加古　大貴 嬉々
鏑木　さくら 嬉々

望月　満 庭球道 根木　聖 Baby steps
渡辺　とも子 竜南 佐々木　りお Baby steps

八木　清貴 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 増田　純平 庭球道
原　美里 M－JAT 赤堀　凪 静清グリーン

榎田　聡一 CoCoa倶楽部 山本　邦晴 CoCoa倶楽部
七宮　志織 POMP 村井　晴子 RIZE↑↑

池田　英俊 庭球道 西村　正憲 love bouzu
山田　奈美子 静清グリーン 西村　美幸 love bouzu

岸山　功治 Fine Base
江口　祐希 ルネサンス静岡

中村　尚之 クレストン 小林　泰晴 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
田代　千佳 ウインビレッジ 木下　彩香 ウインビレッジ

コンソレーション

※ １R敗者はコンソレーションをトーナメント方式で行います（予定）

参加料３５００円（お釣りのない様に）とコロナ申告書を、受付時に大会本部に提出してください

参加者全員に抽選品がありますので、自分の日程が終了しお帰りになる前に、大会本部で抽選してください

2 10Bye
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7 Bye



浜下杯さくらテニストーナメント大会２０２１　キャンセル待ちリスト

2021/3/5 現在

3/12（金）18時まで にキャンセルがあった場合は順に連絡します

●エンジョイクラス（初級）
キャンセル待ち

選手１ 所属１ 選手２ 所属２
1  浜崎礼子  ＲＩＺＥ↑↑  紅林みつ子  ＲＩＺＥ↑↑
2 清水幸信 ＣｏＣｏａ倶楽部 栗山俊江 ＹＯＤＡＸ
3 中村暢秀 ウインビレッジ 鈴木奈知代 ウインビレッジ
4 郷原瑞樹 ＰＯＭＰ 高橋彩 ＰＯＭＰ
5 五十嵐藍 ルネサンス静岡 松川敏也 ルネサンス静岡
6 三田村俊彦 ＣｏＣｏａ倶楽部 三田村聖子 ＣｏＣｏａ倶楽部
7 中神　正継 Ｂａｂｙ ｓｔｅｐｓ 泉　里佳 Ｂａｂｙ ｓｔｅｐｓ
8 伊東隆久 リックス静岡 伊東朝子 リックス静岡
9 深澤美明 ＢＢＣ 深澤勉 ＢＢＣ

10 深澤勉 ＢＢＣ 深澤美明 ＢＢＣ
11 梶山啓二 Ｂａｂｙ ｓｔｅｐｓ 梶山聡子 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
12 本間雄大 リックス静岡 本間ほのか リックス静岡
13 八木孝和 高瀬カレッジ 八木知子 高瀬カレッジ
14 勝又健次 高瀬カレッジ 平野香 高瀬カレッジ

●テクニシャンクラス（中級）
キャンセル待ち

選手１ 所属１ 選手２ 所属２
1 川口浩嗣 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 鈴木かおり ＣｏＣｏａ倶楽部
2 厚木優希 ＰＯＭＰ 植松美沙希 ＰＯＭＰ
3 八木隆典 ウインビレッジ 竹内緑 ウインビレッジ
4 上田充月 ＲＩＺＥ↑↑ 渡辺みゆき ＲＩＺＥ↑↑
5 小川公宏 庭球道 小杉明世 リックス静岡
6 池谷久花 ルネサンス静岡 野崎正成 ＰＯＭＰ
7 青木　泰史 庭球道 池田　仁美 庭球道
8 鈴木大介 ウインビレッジ 高田紗智子 ｳﾝﾉｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
9 大野文征 ウインビレッジ 森 彩 ウインビレッジ

10 赤松剛 Ａｌｌ Ｒｏｕｎｄｅｒｓ 小阪幸恵 庭球道


