
場所 町営さむかわ庭球場
Ａ／Ｂ／D／Eコート

日程： １０/１７（土）から
１１/２２（日）まで（雨天の場合は延期）

主催 寒川町テニス協会

後援 寒川町

平成27年度　

寒川町秋季テニス大会　

兼　寒川選手権

2015/11/21　最終結果



注意事項

1

*寒川町テニス大会ローカルルール

2 天候等により、試合有無不明の場合も必ず一旦定刻までにコートに集まってください。

（さむかわ庭球場への電話での確認はご遠慮ください。）

3 各試合はセルフジャッジとします。また、ルールについてはテニスルールブックに従います。

競技中のマナーが悪い場合はコートレフェリーが警告を与えることがあります。

*テニスルールブック ： JTA TENNIS RULE BOOK 2015

4 試合前のウォーミングアップはサービス４本までとします。

5 試合方法は下記の通りとしますが、コートレフリの判断により変更する場合があります

また、運営上この原則どおりの試合方法にしない場合は、ドローに明記します

一般： トーナメント及びリーグ戦、８ゲーム先取、ノーアドバンテージ

初中級： トーナメント及びリーグ戦、８ゲーム先取、ノーアドバンテージ

＊エキジビションを実施した際は、６ゲーム先取、ノーアドバンテージとする

準決勝・決勝： トーナメント及びリーグ戦は８ゲームマッチ、８－８タイブレーク

使用球: ブリヂストンＸＴ８

6 服装等はテニスに適したものであることが望ましい。

7 勝者はボールとバインダを持参の上、本部に必ず試合結果を報告してください。

8 雨天等による試合の順延、上位試合（勝ち残り）については次のように確認ください。

　テニス協会加盟参加者　　　　各加盟団体の理事に確認ください

　テニス協会非加盟者（フリー）　さむかわ庭球場の協会掲示板にて確認ください。

　テニス協会ホームページ　　http://samukawa-t-a.cocolog-nifty.com/blog/

テニスシューズではない場合はコートへの立ち入りを拒否することがあります。

選手は試合開始10分前にコートに入れる用意をしてコートレフリーに出席を届けてください。
遅刻の扱いは以下のとおりです。

試合開始予定時間またはレフェリー呼出時に不在の場合は、スコアを0-1とする。

レフェリーが呼出し後５分を超える遅刻は棄権扱いとする。

公序良俗に反するウェアは、コートへの立ち入りを拒否することがあります。

試合中の“けが、故障”及び“体調不良、疾病”等については個人
の責任で対応してください。 

主催者は責任を負えませんので充分注意してください。 
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平成27年寒川秋季大会
2015年10月31日(土) 、11月7日（土）　さむかわ庭球場 

男子ダブルス（一般）（土）
10/31（土） 11/7（土）

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ 4Ｒ SF

丸　智之 (WTC1)

丸山　治以 (WTC1) 有本・藤原

小野寺　純一 (東京応化工業) W.O
高木　利哉 (東京応化工業) 有本・藤原

有本　昌二 (ＴＡＭＢＯ) 81 有本・藤原

藤原　祐斗 (ＴＡＭＢＯ) 81

中村　伊勢男 (JX日鉱日石金属)

小宮　正 (JX日鉱日石金属) 中村・小宮

高橋　誠一郎 (湘南ファミリーTC) 85
西生　孝雄 (湘南ファミリーTC) 有本・藤原

船谷　将人 (WTC1) 84
及川　和寿 (WTC1) 市村・蒔田

市村　祐太 (テニスパーク湘南) 85
蒔田　洋平 (テニスパーク湘南) 沖・磯部

沖　弘志 (ＢＨＰＳ－Ｊａｐａｎ) 84
磯部　哲男 (ＢＨＰＳ－Ｊａｐａｎ) 沖・磯部

永島　一雄 (ひばり) 86
笠原　良一 (湘南ファミリー) 塩崎・最勝寺

古見　直志 (ＴＡＭＢＯ) W.O
林　明男 (ＴＡＭＢＯ) 古見・林

奥村　公亮 (WTC1) 83
郷古　高範 (WTC1) 原田・山之内

清水　悠一郎 (ユシロ化学) 84
金田　浩太郎 (テニスパーク湘南) 原田・山之内

原田　光治 (東京応化工業) 80
山之内　篤史 (東京応化工業) 塩崎・最勝寺

岩崎　祐也 (JX日鉱日石金属) 83
片岡　健一 (JX日鉱日石金属) 岩崎・片岡

大内　弘幸 (湘南ファミリーTC) 81
添田　功 (湘南ファミリーTC) 塩崎・最勝寺

岡野　翔 (ＢＨＰＳ－Ｊａｐａｎ) 85
小沢　正護 (ＢＨＰＳ－Ｊａｐａｎ) 塩崎・最勝寺

塩崎　香 (東京応化工業) 86
最勝寺　直樹 (東京応化工業)

＊８ゲーム先取・ノーアド

決勝

＊８ゲームマッチ・８－８タイブレーク

11/7（土）

塩崎　香 (東京応化工業)

最勝寺　直樹 (東京応化工業) 塩崎　香

菅谷　茂矩 (東京応化工業) 86 最勝寺　直樹

言水　志信 (東京応化工業)
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平成27年寒川秋季大会
2015年11月1日(日) 、11月7日（土）　さむかわ庭球場 

男子ダブルス（一般）（日）
11/1（日） 11/7（土）

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ SF

菅谷　茂矩 (東京応化工業)

言水　志信 (東京応化工業) 菅谷・言水

渡邉　成仁 (WTC1) 82
東　　浩介 (WTC1) 亀井・會津

亀井　正人 (湘南ファミリーTC) 84 菅谷・言水

會津　健司 (湘南ファミリーTC) 85

渡辺　一之 (ユシロ化学)

中村　昌樹 (湘南ファミリーTC) 渡辺・中村

奥田　元広 (ソフィア茅ヶ崎) 83
井上　貴史 (ソフィア茅ヶ崎) 山根・重田

山根　薫 (寒川ローンTC) 84
重田　拓郎 (寒川ローンTC) 菅谷・言水

尾崎憲吾 (旭ファイバーグラス) 83
関根圭二 (旭ファイバーグラス) 清田・雅楽川

清田　政信 (寒川ローンTC) 83
雅楽川　草太 (寒川ローンTC) 清田・雅楽川

岸本　明 (WTC1) 82
倉田　正剛 (WTC1)

小島　高志 (湘南ファミリーTC) 江原・吉岡

小林　英一 (シェイク) 小島・小林 85

美里　健次 (WTC1) W.O
中村　　昇一 (WTC1) 江原・吉岡

江原　光二 (湘南ファミリーTC) 84
吉岡　誠司 (湘南ファミリーTC)

＊８ゲーム先取・ノーアド
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