令和元年度 市民シングルス大会
１．主
催 深谷市体育協会
２．主
管 深谷市テニス協会
３．大会役員 大会会長
大会副会長

篠崎 光長
吉野 忠行 茂木 啓司
木口 義見 渋沢 朝雄
大会委員長
大谷 真一
大会副委員長
田辺 和正 須藤 浩一
ディレクター
大沢 誠
ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
斉藤 章 山本 啓介
レフェリー
飯塚 久人
ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ
熊木 宏 飯塚 政義 新島 祐城
運営委員
「大会１日目」
寿TC、、三菱電機、ドリームズ、SCARLET、GreenField、東芝深谷
「大会２日目」
アールグレイ、SAB、TSC、COSMOS
事務局
山野 真由美 石川 智恵子
４．種
目 男子－Ａ・Ｂ・Ｃ・ベテランの部
女子－Ａ・Ｂ・Ｃの部
５．試合方式 トーナメント方式、およびラウンドロビン方式
６．会
場 仙元山テニスコート（オムニコート６面）
７．日
程 試合日 令和元年 ６月３０日（日）・７月７日（日）・予備日 ７月１４日（日）
但し、コート状態や試合の進行状況によっては変更する場合があります。
（大会本部で必ず確認してください）
役員は、７時２０分集合
８．大会注意事項（必ず読んで厳守してください）
［試合規則及び注意事項］
１）定刻１０分前までに試合のできる服装で受付を済ませてください。
※サンダル履きでの受付は禁止とします。
２）本大会はオーダー オブ プレーで運営します。
（次ページ欄下「試合進行について」の注意事項も確認ください）
３）試合方法は１セットマッチ（6-6オール 7ポイントタイブレーク）セットブレークルールを採用。
但し、天候その他の理由により変更することがあります。
４）審判は全てセルフジャッジ方式とします。
試合結果は、勝者が大会本部に報告してください。試合ボールは敗者ボールとします。
５）試合前のウォームアップはサービス４本とします。
６）服装は、テニスウェアであればよい。
但し、目にあまる場合はレフェリーが注意し、着替えてもらうこともあります。
７）指定の時間に遅れた場合は、棄権（Ｗ．Ｏ）となります。
８）その他の規則は、原則として「ＪＴＡテニスルールブック」の規則を適用します。
９）コートを離れる事は原則として禁止します。止むを得ず離れる場合はレフェリーに届けてください。
試合開始のコールがあった時に、いなければ棄権となります。
10）会場の準備、後片付けにも協力お願いします。
11）雨天の場合、会場にてレフェリーの指示に従ってください。
［事故・ケガについて］
１）大会参加中の事故に関しては、主催者側は責任を負いません。但し、傷害保険に加入（選手は全員）してお
りますのでその範囲内で対応させていただきます。
令和元年６月２３日 深谷市テニス協会会長 大澤 誠

会場・日程表・時間割
１日目

２日目
【１R】
【２R】

８：００
９：３０

男子ﾍﾞﾃﾗﾝ

【１R】
【２R】

９：００
１０：００

女子Ａ

全員

８：００

男子Ａ

男子Ｂ

【１R】
【２R】

８：００
９：００

男子Ｃ

【１R】
【２F】

９：３０
１０：３０

女子Ｂ

【１R】
【２R】

１０：００
１１：００

女子Ｃ

【１R】
【２R】

８：３０
１０：００

【試合進行について】
①『オーダ オブ プレー』について
・大会本部より試合開始のコールは致しません。
・本部前に各コートの進行状況を明示しますので、選手の方は随時確認願います。
控(Next)に掲示されれば、選手は本部までボールを取りに来てください。
・前の試合が完了したらすみやかにコートに入場し試合を開始願います。
当該の試合の選手がコートに入っていない場合は、遅れた時間によってペナルティーを科す場合があります。
②『連続的プレー』について
・ポイントとポイントの間は 【20秒以内】
・エンドの交代は【90秒以内】
※上記は、ぎりぎりまで時間をとっていいのではなく、各時間の後には次のポイントを始めなければりません。
※上記の違反に対しては、ﾀｲﾑﾊﾞｲｵﾚｰｼｮﾝが科せられ、１回目は「ｳｫｰﾆﾝｸﾞ」（警告）、２回目以降はその度に「１ﾎﾟｲﾝﾄを失う」
③大会本部のアナウンスの聞こえる場所で待機願います。

市民シングルス大会 男子（A)の部
F

SF

QF

2R

1R
1 新島 祐城(SCARLET)
2 Bye
3 雨宮 圭司（フリー）
4 山崎 隆(SCARLET)
5 小林 大作(SCARLET)
6 佐山 敏雄（チサンTC)
7 谷ッ田 太一（フリー）
8 須藤 正行(ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ)
9 松本 啓亮(長谷川香料)
10 Bye
11 庄司 大輔(ALLEY)
12 田中 辰徳(SCARLET)
13 大津 達也（チームLIXIL)
14 前濱 央果（埼工大）
15 Bye
16 宇高 悠太(SCARLET)

優 勝

17 渡辺 祐之(長谷川香料)
18 Bye
19 米山 隼佑（チームLIXIL）
20 前原 孝雄(SCARLET)
21 野口 祐史(SCARLET)
22 櫻沢 光一（チサンTC)
23 廣瀬 良磨(フリー）
24 広永 有希(SCARLET)
25 青木 哲郎(SCARLET)
26 野口 裕介（FTC)
27 島田 隼希（埼工大）
28 渡辺 秀規（SCARLET）
29 塚越 達雄(フリー）
30 由布 浩(チームLIXIL）
31 Bye
32 根本 修宏(SCARLET)

市民シングルス大会 男子（B)の部
F

SF

QF

2R

1R
1 佐久間 岳(埼工大）
2 Bye
3 広瀬 土之(Green Field)
4 水島 聡（三菱電機）
5 時田 三秋(Phoenix)
6 山下 康太郎（深谷高）
7 青木 理（スポ少）
8 白井 光一（埼工大）
9 松村 俊夫（スポ少）
10 Bye
11 吉田 勉（GreenField）
12 佐山 世津(チサンTC)
13 山尾 芳弘（フリー）
14 石橋 一樹（ダイニック）
15 Bye
16 石原 稜也（埼工大）

優 勝

17 高橋 裕秋(チサンTC)
18 Bye
19 宮下 健一（三菱電機）
20 黒沢 優斗（深谷高）
21 大﨑 涼慈（スポ少）
22 新井 勝(Phoenix)
23 Bye
24 高橋 卓也(埼工大)
25 中兼 暢雄(チサンTC)
26 新井 一久（深谷高）
27 池田 圭佑（埼工大）
28 望月 脩平(スプレッド)
29 桑野 賢吉（スポ少）
30 鈴木 昌晴（TVE)
31 Bye
32 高木 英行（GreenField）

市民シングルス大会 男子（C)の部
F

SF

２R

１R

1 加藤 智明（チサンTC)
2 Bye

3 野口 樹(FTC)
4 桑野 泰星（スポ少）

5 醍醐 伸幸（フリー）
6 Bye

7 Bye
8 馬場 信行（スポ少）
優 勝
9 野手 敏正（フリー）
10 Bye

11 Bye
12 渡辺 幸誠（フリー）

13 塚越 健太（スポ少）
14 扇原 透矢（FTC)

15 Bye
16 黒岩 伊吹（埼工大）

市民シングルス大会 男子ベテランの部
F

SF

2R

1R

1 谷島 健司（ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ）
2 Bye

3 田中 和徳（Phoenix）
4 小林 久夫（サンライズ）

5 新井 豊（TVE)
6 高田 治之（ドリームズ）

7 Bye
8 大澤 誠（TSC)
優 勝
9 斎藤 富男(TSC)
10 野口 政裕（フリー）

11 氏家 充哉（ダイニック）
12 久保田 哲正（三菱電機）

13 水島 俊正（ドリームズ）
14 加藤 喜久雄（ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ）

15 Bye
16 田沼 利夫（TVE）

市民シングルス大会 女子（A)の部
（試合順）：１－５、２－４、３－５、１－４、２－３、４－５、１－３、２－５、３－４、１－２
Ｎｏ

WＡ－１

瓜田 真由美
（チサンTC）

WＡ－２

菊池 由佳
（チームLIXIL）

WＡ－３

小林 圭子
（フリー）

WＡ－４

榎本 光
(Phoenix)

WＡ－５

糠本 千翔
(成徳高)

WA-1

WA-2

WA-3

WA-4

WA-5

瓜田 真由美
（チサンTC）

菊池 由佳
（チームLIXIL）

小林 圭子
（フリー）

榎本 光
(Phoenix)

糠本 千翔
(成徳高)

勝敗

ポイント

順位

市民シングルス大会 女子（B)の部
F

２R

１R

1 渡邉 実那(FTC)

2 Bye

3 木村 佳代子（チサンTC)

4 関口 瑠夢(成徳高)
優 勝

5 千葉 こころ(チサンTC)

6 佐藤 真羽(成徳高)

7 田嶋 柚良(チサンTC)

8 樋口 美紀（フリー）

市民シングルス大会 女子（C)の部
F

SF

２R

１R

1 石川 莉子（深一高）
2 Bye

3 田村 綺音（深一高）
4 阪上 紗也（深一高）

5 門倉 彩菜（深一高）
6 竹内 美咲（深一高）

7 野口 秦(FTC)
8 大槻 彩乃（深一高）
優 勝
9 坂井 杏優（深一高）
10

勅使河原仁菜（サンライズ）

11 田髙 麻央（深一高）
12 飯澤 芹帆（深一高）

13 清野 望花（深一高）
14 島村 未来（深一高）

15 上吉原 沙明（深一高）
16 中山 真李亜（深一高）

