
浦 安 市 生 涯 ス ポ ー ツ 健 康 都 市 宣 言

2 0 1 9 年 （ 令 和 元 年 度 ） 

第 35 回

浦安市春季市民体育大会

テニス競技

（シングルス）

日程 ： 2019年 5 月 12日（日） 

 5 月 19日（日） 

 5 月 26日（日） 

予備日 6 月 22日（日） 

会場 ： 運動公園テニスコート 

中央公園テニスコート 

高洲テニスコート 

主催：
浦安市教育委員会

浦安市体育協会  

主管： 浦安市テニス協会



大 会 役 員 

大 会 会 長 ： 高濱 牧人 

大 会 副 会 長 ： 大野 拓次郎 工藤 正人 藤井 ミサト 

大 会 委 員 長 ： 上平 隆治 

大 会 委 員 ： 伊東 陽子 井上 トミ子 今井 登志子 狩野 寛央 済田 恵子 

酒井 豊子 坂本 幹子 佐藤 勝馬 柴崎 哲男 島田 弘康 

春藤 修 鈴木 茂央 鈴木 隆史 武多 利晃 田中 新子 

田邉 學 茶川 真也 津田 純一 直井 千尋 中井 純子 

奈良 茂代 平塚 和子 古橋 弘治 本間 賢 松田 三雄 

村瀬 公一 森 昇 山隈 直人 

競 技 委 員 長 ： 

（ﾚﾌｪﾘｰ） 
田口 佳史 

副委員長： 

（ｻﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ）
鈴木 真由美 

委  員： 植草 順子 小田 徹志 竹澤 綾子 杉本 幸子 神谷 宏美 

森田 透 加納 優子 

実 行 委 員 長 ： 坂井 宣夫 

副委員長： 佐藤 達明 山南 建二 

委    員： 芦崎 三枝子 生田 彰雄 大西 祐吉 高橋 憲三 竹内 恵子 

谷口 眞佐司 秩父 祐子 橋本 進吉 横山 淳 吉川 実 

大 会  日 程 

１． 予定通り実施の場合 ５月１２日（日）：第１日目 

５月１９日（日）：第２日目 

５月２６日（日）：第３日目 

２．５月１２日雨天の場合 ５月１９日（日）：第１日目 

５月２６日（日）：第２日目 

６月  ２日（日）：第３日目 

３．５月１９日雨天の場合 ５月１２日（日）：第１日目 

５月２６日（日）：第２日目 

６月 ２日（日）：第３日目 

４．５月２６日雨天の場合 ５月１２日（日）：第１日目 

５月１９日（日）：第２日目 

６月  ２日（日）：第３日目 

５．雨天の際、試合の有無は当日各会場でご確認下さい。 

電話での問合せは一切受け付けません。 

６．尚、大会が２日間雨天で中止となった場合は、その後の予定を運動公園コート前 

およびホームページに掲示します。 

日程消化についての問合せ先 

一般の方 ······ 浦安市テニス協会 坂井 携帯 090-5796-3848

協会加盟者 ···· 各クラブ協会役員へ 
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大 会 注 意 事 項 

1. 試合方式は以下の通りとします。

８ゲームプロセットマッチ（８－８タイブレーク） ノーアドバンテージ

ただし 男子 A クラス、B クラス、45 歳クラス、女子 A クラス、B クラスの決勝は、

３セットマッチ（６－６タイブレーク）ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄ ﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ（10 ﾎﾟｲﾝﾄ方式）とします。

2．競技委員、実行委員の指示に従い試合の進行に協力してください。 

3．日程表を参照の上、指定時間の１５分前までに各会場で、選手本人がエントリーを行って下さい。 

指定時間にエントリーを完了しない場合は棄権とします。 

4．試合はすべてセルフジャッジとします。セルフジャッジの方法は、本プログラムに添付している 

チェアアンパイアがつかない試合のガイドラインを良くご覧ください。 

5．試合前のウオームアップは原則としてサービス４本とします。 

6. スコアボードは、番号が小さい選手を「赤」とします。必ず、1 ゲームが終わるごとに表示を変えてください。

7．試合中の事故によるケガ（打撲、出血、捻挫、肉離れ等）は、申告により１試合に 1部位につき 

１回のみ３分間の治療時間を認めます。自然的体力の消耗による試合の中断は一切認められません。 

※筋ケイレンによる治療時間は認められません。

8．第１ゲーム後の休憩はありません。したがって第３ゲームまで連続してプレーすることになります。 

9．フットフォールトは重大な反則です。ご注意願います。 

10．試合結果は、勝者が試合球を持って本部まで報告してください。初回戦の敗者にのみ試合球を差し上げます。 

11．試合球はダンロップフォートイエローとします。 

12．試合の進行はホワイトボードに掲示します。自分の試合の順番を自らチェックしてください。 

13．大会中、万一事故が起こりましても当協会は責任を負いかねますのでご了承下さい。 

14．コート内では携帯電話の電源は、切るかマナーモードにしてください。 

15. 日程消化の都合で会場や指定時間が変わることがあります。ご注意ください。

16．雨天の際、試合の有無は当日会場でご確認ください。 

17. 「中央公園」と「高洲」は駐車場が僅かしかありませんので、出来るだけ自動車の利用は避けてください。

運動公園の駐車場は、他の競技大会等と重なると大変混雑して、入るのに時間が掛かることがあります。

くれぐれもご注意ください。

18．クラブハウス前のデッキや、コート後ろのフェンス際での会話はプレーの妨げとなります。気を付けてください。 

19．ごみの持ち帰りにご協力ください。 

20. 本大会はすべてのプレーヤーを公平に扱います。

表 彰 

本大会では、成績優秀者を以下の通り表彰いたします。（ドロー数に応じます） 

男子全種目 

女子 B クラス、女子初級者クラス 
優勝、準優勝、３位：カップと賞状   ４位：賞状 

女子 A クラス、女子５０歳クラス 優勝、準優勝：カップと賞状  ３位、４位：賞状 

2/18



 指定時間までにエントリーを完了しない場合は棄権とみなします
 開会式を第1日目（５月１２日）の8:50a.m.より運動公園コートで行ないます

会場 種目 ROUND 指定時間 選手番号

男子A 1R 9:00 １～３２

男子55 1R.2R 10:00 １～３４

女子B 1R.2R 12:00 １～１６

女子初級 1R.2R 13:00 １～２３

男子65 1R.2R 13:00 １～２０

男子70 1R 13:30 １～２２

9:00 １～４２

12:00 ４３～８４

9:00 1～２５

12:00 ２６～５１

会場 種目 ROUND 指定時間 選手番号

男子45 1R.2R.3R 9:00 １～２７

男子A 2R.3R 10:00 全該当選手

男子初級 3R.4R　 11:00 全該当選手

男子55 3R.4R　 13:00 全該当選手

女子50 1R.2R 13:00 1～10

女子A 1R 14:00 １～８

女子初級 3R 14:00 全該当選手

9:00 １～４２の該当選手

9:30 ４３～８４の該当選手

男子65 3R　 12:00 全該当選手

男子70 2R.3R　 12:00 全該当選手

会場 種目 ROUND 指定時間 選手番号

男子A S.F/F/3位

女子A S.F/F/3位

男子B S.F/F/3位

女子B S.F/F/3位

男子45 S.F/F/3位

男子初級 S.F/F/3位

女子50 S.F/F/3位

女子初級 S.F/F/3位

男子55 S.F/F/3位

男子65 S.F/F/3位

男子70 S.F/F/3位

指定時間の15分前までに各会場で選手本人がエントリー（受付）を完了してください

男子B 1R.2R

男子B 3R.4R.5R 

第1日目

コート時間割り

中央公園

10:00

第3日目

運
動
公
園

9:00

11:00

中
央
公
園

第2日目

運
動
公
園

1R.2R男子初級

運
動
公
園

高洲

※ 指定時間は 試合開始の時間です

全該当選手
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シード順位  

 
男子 A No.1 奥田 真也 (ワンワールド)   

 No.2 村上 準 (Bay Wave） 

 No.3 大橋 夏樹 (一般) 

 No.4 熊田 暉 (TEAM ZERO)  
    

男子４５歳 No.1 石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 

 No.2 小田 徹志 (AUT) 

 No.3 土井 和明 (TEAM ZERO) 

 No.4 船木 孝一 (ポンカラ) 

    

男子５５歳 No.1 高濱 牧人 (INTC) 

 No.2 國定 仁 (ワンワールド) 

 No.3 吉川 実 (サンコーポ) 

 No.4 佐藤 達明 (NSTC) 

    

男子６５歳 No.1 室伏 雅之 (エルシティ) 

 No.2 永守 博 (ウインズ) 

 No.3 大嶽 慎一 (美浜東) 

    

男子７０歳 No.1 眞壁 武 (AUT) 

 No.2 佐々木 亨 (日の出) 

 No.3 津野 秋彦 (NSTC) 

    

女子 A No.1 高橋 純子 (一般) 

 No.2 垣屋 美智子 (青べか) 

    
女子５０歳 No.1 川村 千鶴 (アトミック) 

 No.2 清水 礼子 (翼)  
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子A

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

( )

Final

①

②

③

④

( )

31

(一般) 30

29

27

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 26

25

23

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 22

16 油谷 将行 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 村上 準 (Bay Wave) 32

15 中条 航希 (一般) 今井 隆裕 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

槐 幸一 (SOL)

14 森田 透 (Bay Wave) 川上 俊昭

13 大西 隆之 (日の出)

12 赤峰 啓太 (一般) 岡崎 貴史 (青べか) 28

11 渡辺 龍之介 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 乙部 和明 (TEAM ZERO)

西 康二 (日の出)

10 阿部 亮平 (NSTC) 柏木 孝夫

9 熊田 暉 (TEAM ZERO)

8 熊谷 玲 (青べか) 大橋 夏樹 (一般) 24

7 宮山 貴弘 (TEAM ZERO) 鮫島 孝文 (青べか)

中尾 礼文 (TEAM ZERO) 21

6 宋 智毅 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 内橋 伸仁

5 三野 圭介 (日の出)

4 三浦 仁史 (一般) 鈴木 明宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 20

3 久泉 忠夫 (TEAM ZERO) 西野 健太郎 (日の出) 19

宮木 忠尚 (一般) 17

2 土子 太一 (Bay Wave) 上村 健

1 奥田 真也 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(Bay Wave) 18
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子B

1R 2R 3R 4R 5R SF SF 5R 4R 3R 2R 1R

３位決定戦

Final

平田 秀幸 (ｳｲﾝｽﾞ) 43

2 大木 雄一朗 (一般) 高橋 義之

1 前野 隆良 (浦安市役所)

(一般) 44

3 草野 勝彦 (TEAM ZERO) 白井 隼人 (日の出) 45

4 鮫島 章浩 (Bay Wave) 髙橋 新一 (一般) 46

大矢 弘行 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 47

6 綿貫 誠司 (一般) 吉田 光

5 板橋 隼人 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 48

7 林 祐介 (ｳｲﾝｽﾞ) 森本 稔 (青べか) 49

8 園田 雄 (青べか) 小崎 博之 (入船東) 50

養父 剛太郎 (Bay Wave) 51

10 宮崎 亮 (一般) 金子 敦

9 山本 研斗 (BAY WAVE)

(一般) 52

11 林 英樹 (NSTC) 狩野 寛央 (SOL) 53

12 橋本 信芳 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 栗原 靖孝 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 54

大門 真 (一般) 55

14 風間 俊太郎 (一般) 大谷 正博

13 米須 清人 (日の出)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 56

15 田辺 信之 (ｱﾄﾐｯｸ) 斉藤 潤 (一般) 57

16 山迫 正博 (一般) 山田 昭人 (日の出) 58

佐竹 允介 (Bay Wave) 59

18 立田 隆洋 (INTC) 多田 健

17 斎 利彦 (Bay Wave)

(TEAM ZERO) 60

19 近藤 慎吾 (美浜東) 田畑 雅弘 (一般) 61

20 駒形 賢一 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 田中 圭介 (ｳｲﾝｽﾞ) 62

京相 信哉 (浦安市役所) 63

22 遅澤 肇 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 高田 健司

21 内藤 勝利 (一般)

(一般) 64

23 山脇 正義 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 豊田 義治 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 65

24 杉本 潤一 (一般) 原田 遼太 (浦安市役所) 66

金子 正人 (一般) 67

26 砂川 誠治 (TEAM ZERO) 八丁 裕樹

25 芦田 正樹 (ｳｲﾝｽﾞ)

(日の出) 68

27 田辺 翔梧 (一般) 水上 雄貴 (ｴﾙｼﾃｨ) 69

28 村山 健 (日の出) 児嶋 章夫 (Bay Wave) 70

加納 俊法 (一般) 71

30 大津 宏太 (一般) 高橋 昭人

29 藤木 弘 (入船東)

(INTC) 72

31 北村 公亮 (Bay Wave) 丸茂 幸也 (163cm) 73

32 本間 賢 (INTC) 遠山 和成 (一般) 74

仁張 学 (Bay Wave) 75

34 温井 伸浩 (Bayside) 原田 義彦

33 井出 慎也 (Bay Wave)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 76

35 江村 利明 (一般) 吉永 成宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 77

36 山口 敦 (ｳｲﾝｽﾞ) 松島 寛司 (TEAM ZERO) 78

山本 慎太郎 (一般) 79

38 後藤 敬一 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 石川 和彦

37 中井 直人 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

(ｳｲﾝｽﾞ) 80

39 永井 寛章 (一般) 芝崎 侑希 (東野) 81

40 塩津 晃 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 渡辺 昌之 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 82

42 春藤 修 (日の出) 田中 実

41 岩本 陽巧 (一般)

( ) ( )

古野 慎二 (一般) 83

(日の出) 84
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子初級者

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

３位決定戦

Final

前川 隆茂 (翼) 26

2 佐々木 崇之 (一般) 北野 滋夫

1 伊達 直希 (一般)

(一般) 27

3 旗生 剛 (青べか) 原田 陽平 (INTC) 28

4 柴田 良浩 (翼) 伊藤 宏行 (一般) 29

津留 智浩 (入船東) 30

6 金丸 博史 (一般) 竹谷 裕

5 川添 英粹 (一般)

(一般) 31

7 岡 凌平 (浦安市役所) 加藤 文祥 (ｳｲﾝｽﾞ) 32

8 永井 大凱 (一般) 小梶 有敬 (一般) 33

丸山 義幸 (ｱﾄﾐｯｸ) 34

10 下野 純 (一般) 松井 亮行

9 庄司 智明 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

(一般) 35

11 辻 健一 (ｴﾙｼﾃｨ) 田中 敦彦 (翼) 36

12 山本 直樹 (一般) 渡辺 浩樹 (一般) 37

渡辺 厚夫 (一般) 38

14 樋口 道治 (一般) 江刺 正敬

13 直井 千尋 (Bayside)

(一般) 39

15 野中 寧 (一般) 戒田 隆隼 (一般) 40

16 一鍬田 智史 (ｳｲﾝｽﾞ) 河井 繁樹 (浦安市役所) 41

進藤 賢太 (一般) 42

18 友田 耕生 (一般) 鈴木 茂央

17 菅田 俊介 (翼)

(翼) 43

19 鹿目 紹夫 (INTC) 原田 直紀 (青べか) 44

20 石渡 丈寛 (Bay Wave) 星川 重采 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 45

25 北川 浩太郎 (一般)

清野 淳 (一般) 46

22 喜納 克哉 (青べか) 岡田 泰礼

21 友田 大智 (一般)

(NSTC) 47

48

24 モハマド フゼイマ (一般) 田村 圭司 (一般) 49

23 清水 勝利 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 冨山 耕次 (一般)

( )( )

原田 昌史 (INTC) 50

山田 徹也 (一般) 51
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子４５

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

③

④

島崎 真 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 14

2 山本 慎一 (入船東) 川﨑 篤

1 石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)

(一般) 15

3 服部 純一 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 山南 建二 (入船東) 16

4 田口 佳史 (一般) 中繁 宏俊 (SOL) 17

井林 真吾 (美浜東) 18

6 山本 幸二 (美浜東) 川副 正樹

5 河勝 重之 (SOL)

(ｳｲﾝｽﾞ) 19

7 伊東 寛記 (Bay Wave) 土井 和明 (TEAM ZERO) 20

8 船木 孝一 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 東田 健 (一般) 21

13 鈴木 邦男 (TEAM ZERO)

中本 洋志 (SOL) 22

10 佐瀬 陽一郎 (日の出) 菊地 登志章

9 山田 俊二 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ) 23

24

12 斎藤 俊 (SOL) 福田 恵一 (一般) 25

11 岡田 宜之 (Air-K) 菊池 毅 (青べか)

( )( )

寺畠 知道 (Air-K) 26

小田 徹志 (AUT) 27
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子５５

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

③

④

上田 剛 (ｳｲﾝｽﾞ) 18

2 藤本 俊 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 神谷 秀樹

1 高濱 牧人 (INTC)

(ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 19

3 最上 健 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 津田 純一 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 20

4 大和田 成伸 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 和田 誠 (一般) 21

川合 良行 (一般) 22

6 生田 章雄 (Bay Wave) 中島 研二

5 奈良 伸一 (NSTC)

(NSTC) 23

7 水谷 幸雄 (翼) 古美山 茂樹 (日の出) 24

8 竹内 久人 (一般) 吉川 実 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 25

渡辺 友一 (SOL) 26

10 佐藤 達明 (NSTC) 三上 裕

9 大西 裕吉 (東野)

(一般) 27

11 道籏 繁樹 (ｳｲﾝｽﾞ) 篠田 昇 (Bay Wave) 28

12 安部 好夫 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 上斗米 靖夫 (美浜東) 29

17 金子 総夫 (一般)

岩森 和徳 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 30

14 牧 万博 (美浜東) 藤原 健二

13 阿部 尊史 (日の出)

(青べか) 31

32

16 伊藤 智之 (一般) 永井 優 (日の出) 33

15 盛重 知也 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 内田 靖之 (NSTC)

國定 仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 34

( ) ( )
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子６５

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

③

山田 稔 (NSTC) 11

2 山北 洋二 (INTC) 工藤 正人

1 室伏 雅之 (ｴﾙｼﾃｨ)

(ｴﾙｼﾃｨ) 12

3 佃 喜雄 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 清水 勝 (INTC) 13

4 溝口 武夫 (一般) 斉藤 和 (日の出) 14

大嶽 慎一 (美浜東) 15

6 谷口 眞佐司 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 阿部 均

5 内田 哲雄 (日の出)

(NSTC) 16

7 菅原 博和 (INTC) 日比野 和久 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 17

8 酒井 敬之 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 小林 俊雄 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 18

10 羽生 裕 (美浜東) 永守 博

9 行武 清蔵 (NSTC)

( ) ( )

松田 三雄 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 19

(ｳｲﾝｽﾞ) 20
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子７０

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

③

小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 12

2 関 信雄 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 河内 建男

1 眞壁 武 (AUT)

(INTC) 13

3 高橋 憲三 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 三島 章 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 14

4 小林 紀久雄 (日の出) 舟橋 省一 (入船東) 15

宮木 忠治 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 16

6 兼子 修 (NSTC) 津野 秋彦

5 鷲主 克彦 (ｴﾙｼﾃｨ)

(NSTC) 17

7 新田 皓司 (入船東) 新井 実 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 18

8 宮沢 龍雄 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 木下 敏彦 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 19

長瀬 正男 (ｴﾙｼﾃｨ) 20

10 岡野 功 (青べか) 金兵 孝雄

9 河野 晶二郎 (日の出)

(美浜東) 21

( ) ( )

11 渡邊 幸次 (ｳｲﾝｽﾞ) 佐々木 亨 (日の出) 22
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女子A

1R SF SF 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

堀切 真桜 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 5

土佐 優子 (ｳｲﾝｽﾞ) 6

大澤 琴葉 (一般)

2 田口 典子 (ｱﾄﾐｯｸ)

1 高橋 純子 (一般)

7

4 北村 雅美 (Bay Wave) 垣屋 美智子 (青べか) 8

3 宮山 貴子 (TEAM ZERO)

( )( )

12/18



第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

女子B

1R 2R SF SF 2R 1R

３位決定戦

Final

陳 玉霞 (青べか) 9

2 戸川 友美 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 渕上 陽子

1 本田 未夢 (ｳｲﾝｽﾞ)

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 10

3 河野 渉 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 中島 佳子 (Bay Wave) 11

4 米須 奈恵 (翼) 12

狩野 加奈子 (SOL) 13

西原 知子 (ｱﾄﾐｯｸ)

(ｳｲﾝｽﾞ)

5 小田 小牧 (AUT)

14

7 村上 久仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 中村 貴栄 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 15

加藤 美穂6 伊藤 真由美 (青べか)

東地 裕美 (青べか) 168 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

( )( )
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

女子初級者

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

３位決定戦

Final

鈴木 園子 (一般) 12

2 前野 万里奈 (浦安市役所) 山本 美生子

1 坂本 未穂 (青べか)

(一般) 13

3 風間 麻衣子 (一般) 奥山 詩織 (浦安市役所) 14

4 渡辺 由紀子 (一般) 坂野 恵 (舞浜) 15

中谷 有香子 (一般) 16

6 高橋 雅代 (青べか) 望月 啓子

5 鵜川 伸子 (ｳｲﾝｽﾞ)

(青べか) 17

7 金丸 聡子 (一般) 本田 牧子 (入船北) 18

8 猪狩 みのり (浦安市役所) 張 秀梅 (一般) 19

岡田 里恵 (翼) 20

10 高木 玉智 (入船北) 徳留 千枝

9 上田 千雅子 (一般)

(浦安市役所) 21

11 寺畠 凛乃 (一般) 大河原 公江 (一般)

( )

22

門間 理子 (青べか) 23

( )
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第35回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

女子５０

1R 2R SF SF 2R 1R

○はシード番号

３位決定戦

Final

①

②

有馬 陽子 (青べか) 6

竹内 恵子 (ｳｲﾝｽﾞ) 7

種池 なおみ (ｱﾄﾐｯｸ) 8

2 古美山 美奈子 (日の出)

1 川村 千鶴 (ｱﾄﾐｯｸ)

3 井手尾 浩子 (ｴﾙｼﾃｨ)

4 熊谷 美恵 (青べか) 高橋 義子 (日の出) 9

清水 礼子 (翼) 10

( ) ( )

5 佐藤 ゆう子 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)
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チェアアンパイアがつかない試合のガイドライン 

１．セルフジャッジの方法 
プレーヤー・チームが判定とコールすることをセルフジャッジと言い、以下のとおり行う。 

1) サーバーはサーブを打つ前に、レシーバーに聞こえる声で、スコアをアナウンスする。

プレーヤー同士、アナウンスによってその時点のスコアを確認する。

2) ネットより自分側のコートについて判定とコールをする。ボールがラインにタッチした時、ボールとラインの間に空間が見えなか

った時、あるいはボールを見失って判定できなかったときは｢グッド｣である。

ボールとラインの間にはっきりと空間が見えたときは｢アウト｣または｢フォールト｣である。

3)判定とコールは、相手にはっきりと分かる声とハンドシグナルを使って、ボールの着地後速やかに行なう。代表的なハンドシグナ

ルは、人差し指を出して｢アウト｣｢フォールト｣を示し、手のひらを地面に向けて｢グッド｣を示す。

4)ダブルスの判定とコールは、１人のプレーヤーが行えば成立する。しかし、ペアの判定が食い違った場合はそのペアの失点となる。

ただし、ネット、ストラップまたはバンドに触れたサービスを、1人が｢フォールト｣、パートナーは｢レット(グッド)｣とコールし

た場合は｢(サービスの)レット｣となる。

5)クレーコート以外はボールマークのチェックを行うことはできない。

6)インプレー中、他のコートからボールが入って来るなどの妨害が起こった場合は、｢レット｣とコールしてプレーを停止し、そのポ

イントをやり直す。

7)インプレー中、プレーヤーがラケット以外の着衣・持ち物を相手コート以外の地面に落とした場合は、それが１回目の時は、レッ

トをコールしてプレーを停止し、そのポイントをやり直す。２回目以降、落とすたびにそのプレーヤーが失点する。

レットのコールは、落とし物をしたプレーヤー・チームがコールすることはできない。相手のプレーヤー・チームが妨害を受けた

と判断した場合に限りコール出来る。ただし落としたことがプレーに影響を及ぼしていない場合はポイントが成立する。

8)スコアがわからなくなった時は、双方のプレーヤーが合意できるスコアまでさかのぼり、それ以降のプレーで双方が合意できるポ

イントを足したスコアから再開する。合意できなかったポイントは取り消される。ゲームスコアがわからなくなった時も同様に処

理する。再開するとき、エンドとサーバーは、合意されたスコアに準じる。ただし、ゲームスコアが訂正され、再開する場合のサ

ーバーは、次の順のサーバーに交代しなければならない。(同じプレーヤーが２ゲーム連続サーバーにはなれない。)

9)次の場合はレフェリーまたはロービングアンパイアに速やかに申し出る。

① 試合中、トイレ、着替え、ヒートルールなどでコートを離れるとき

② 相手プレーヤーの言動やコール、フットフォールト等に疑問、不服があるとき

③ プレーヤー同士で解決できないようなトラブルが起こったとき

10) メディカルタイムアウトを取りたいときは、レフェリーまたは、ロービングアンパイアに申し出る。トレーナーのいない大会では

プレーヤー自身が手当てをすることができるが、レフェリーまたはロービングアンパイアによって、手当てを必要とする状態かど

うか確認後、その許可を得て３分以内に処置を行う。

11) 試合終了後、勝者は大会本部に試合ボールを届け、スコアを報告する。

12) 各判定とコールをする権利者は以下の通りとする。

a ｢フォールト｣｢アウト｣｢グッド｣はネットから自分側のプレーヤー・チームのいずれか

b ｢ネット｣注1｢スルー｣注2｢タッチ｣注3｢ノットアップ｣｢ファウルショット｣注4は両プレーヤー・チーム

c ｢フットフォールト｣はコート内にいるレフェリー、ロービングアンパイアのいずれか

13) オーバールール

｢イン｣｢アウト｣のオーバールールは巡回しているレフェリー、ロービングアンパイアのいずれかが行える。

14) 妨害によるレットのコール

a コート外からの妨害による｢レット｣のコールは両プレーヤー・チームができる。

b 対戦相手による無意識の妨害(落し物 1回目を含む)は妨害を受けたプレーヤー・チームのみ｢レット｣をコールできる。2回目

以降は故意に妨害したとして失点する。 

c 対戦相手からの故意の妨害｢ヒンダランス｣は、妨害を受けたプレーヤー・チームからの申し出によりレフェリー、ローピング

アンパイアが判断する。ただし妨害を認知しながら意識的にプレーを続行した場合は妨害とみなされない。 

15) 誤ったコールを直ちに訂正した場合

インだったボールを誤って｢アウト｣とコール(ミスジャッジ)したが直ちに訂正(コレクション)した場合は、1 回目は故意ではな

い妨害としてポイントレットにする。ただし、ミスジャッジの前に打たれたボールが明らかなウイニングショットまたはエース

だった場合は、ミスジャッジしたプレーヤー・チームの失点となる。そして、2回目以降は故意に妨害したとして失点する。 

注1：｢ネット｣ ············ サービスがネットに触れたあと、レシーバー側へ超えた時 

注2：｢スルー｣ ············ 打球がネットを通り抜けた時 

注3：｢タッチ｣ ············ ボールが身体に触れた時・持ち物を相手コートに落とした時・ラケットや身体がネットに触れた時・ボールがラケットにかすった時 

注4：｢ファウルショット｣ ·· 故意に2度打ちした時・ボールがネットを越してくる前に打った時

平成３０年３月１日 現在 
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第 1回 長坂 充郎 (一 般) 柳島 佳苗 (サンコーポ)

第 2回 坂井 宣夫 (美浜東) 高島 美知子 (入船東)

第 3回 坂井 宣夫 (美浜東) 高島 美知子 (入船東) 三原 靖男 (サンコーポ)

第 4回 村井 孝一 (入船東) 高島 美知子 (入船東) 三原 靖男 (サンコーポ)

第 5回 村井 孝一 (入船東) 小倉 正美 (入船北) 渡辺 良夫 (サンコーポ)

第 6回 坂井 宣夫 (美浜東) 小倉 正美 (入船北) 浜田 剛明 (金子)

第 7回 坂井 宣夫 (美浜東) 小倉 正美 (入船北) 浜田 剛明 (金子)

第 8回 本田 和彦 (グリーン) 小倉 正美 (入船北) 浜田 剛明 (金子)

第 9回 小田 徹志 (青べか) 小倉 正美 (入船北) 村岸 慶應 (日の出)

第10回 小田 徹志 (青べか) 葛西 佳子 (アトミック) 村岸 慶應 (日の出)

第11回 田中 秀雄 (アトミック) 小倉 正美 (入船北) 森谷 憲 (金子)

第12回 鈴木 邦男 (アトミック) 葛西 佳子 (アトミック) 森谷 憲 (金子) 蓑 美智子 (翼)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 柴崎美津子 (サンコーポ)

Bｸﾗｽ 前田 泰昌 (一般) 安藤 紀子 (エルシティ)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 北澤 志乃 (一般) 45才 旦野 博 (エルシティ)

Bｸﾗｽ 鳥山 明良 (金 子) 鈴木 舞 (青べか) 55才 藪中 征夫 (舞 浜)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 高橋 ふみ代 (アトミック) 45才 出口 三郎 (入船西)

Bｸﾗｽ 牧野 広 (アトミック) 長井小百合 (アトミック) 55才 加藤 恭介 (グリーン)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 瀬利 淑恵 (一般) 45才 高濱 牧人 (入船西)

Bｸﾗｽ 主原 素 (入船北) 上坂る美子 (日の出) 55才 藪中 征夫 (舞浜)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 宮原 康子 (一般) 45才 旦野 博 (シグマ)

Bｸﾗｽ 金内 勝 (日の出) 立野 優子 (サンコーポ) 55才 加藤 恭介 (グリーン)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 勝原 美香 (シグマ) 45才 高濱 牧人 (ＩＮＴＣ)

Bｸﾗｽ 福田 一浩 (アトミック) 矢野 英美 (アルファ) 55才 津野 秋彦 (入船東)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 木名瀬 朝子 (金 子) 45才 旦野 博 (シグマ)

Bｸﾗｽ 三品 洋司 (一般) 広中 郁子 (アトミック) 55才 杉本 立身 (見明川) 50才 中村 豊子 (東野)

Cｸﾗｽ 永守 博 (ウインズ) 油屋 文子 (翼)

Aｸﾗｽ 鈴木 邦男 (アトミック) 鈴木 理矢子 (アトミック) 45才 阿部 均 (日の出)

Bｸﾗｽ 土橋啓次郎 (美浜東) 白岩 早苗 (美浜南) 55才 加藤 恭介 (一般) 50才 吉田 千代子 (アトミック)

Cｸﾗｽ 盛重 知也 (東野) 服部 真澄 (ウインズ)

Aｸﾗｽ ﾋﾟｰﾀｰ・ﾙｰｶｽ (Bay Wave) 奥山 律子 (一 般) 45才 中嶋 市行 (美浜東)

Bｸﾗｽ 豊田 義治 (TEAM ZERO) 野澤 いづみ (アトム) 55才 砂川 豊 (青べか) 50才 今井 美智子 (日の出)

Cｸﾗｽ 川上 裕之 (一 般) 田島 三和子 (美浜南) 60才 藪中 征夫 (舞 浜)

Aｸﾗｽ 下間 康裕 (一 般) 種田 弥生 (一 般) 45才 吉岡 寿人 (日の出

Bｸﾗｽ 三輪健次郎 (アトミック) 大村 晃子 (一 般) 55才 桜庭 美夫 (青べか) 50才 久場 睦子 (日の出)

Cｸﾗｽ 神谷 秀樹 (一般) 重野 有里 (Bay Wave) 60才 藪中 征夫 (舞浜)

Aｸﾗｽ 下間 康裕 (一般) 平賀 靖子 (ポンカラ) 45才 吉岡 寿人 (日の出

Bｸﾗｽ 大澤 剛 (TEAM ZERO) 佐田 三佳子 (アトム) 55才 眞壁 武 (エヴァグリーン) 50才 佐野 昭子 (エルシティ)

Cｸﾗｽ 中村 祐樹 (美浜東) 坂田 文子 (Bay Wave) 60才 坂入 任 (美浜東)

Aｸﾗｽ 諸橋 泰久 (TEAM ZERO) 早川 有紀 (TEAM ZERO) 45才 吉岡 寿人 (日の出

Bｸﾗｽ 中村 祐樹 (美浜東) 上野 美也子 (翼) 55才 遠藤 晃文 (シグマ) 50才 上坂 る美子 (日の出)

Cｸﾗｽ 門脇 征二 (一般) 霧生 香 (アトミック) 65才 加藤 恭介 (一 般)

Aｸﾗｽ 中村 祐樹 (美浜東) 早川 有紀 (TEAM ZERO) 45才 吉岡 寿人 (日の出

Bｸﾗｽ 久泉 忠央 (TEAM ZERO) 盛重 翔子 (一般) 55才 眞壁 武 (エヴァグリーン) 50才 杉本 美鈴 (アトム)

Cｸﾗｽ 島崎 真 (東野) 関 美香 (Bay side) 65才 川口 勝章 (シグマ)

Aｸﾗｽ 木原 功仁 (一般) 盛重 翔子 (一般) 45才 吉岡 寿人 (日の出

Bｸﾗｽ 小澤 友樹 (TEAM ZERO) 志方 修子 (金 子) 55才 遠藤 晃文 (シグマ) 50才 杉本 美鈴 (アトム)

Cｸﾗｽ 矢田 健 (一般) 志摩 直子 (翼) 65才 藪中 征夫 (舞 浜)

Aｸﾗｽ 中村 祐樹 (美浜東) 吉田 久子 (ポンカラ) 45才 吉岡 寿人 (日の出)

Bｸﾗｽ 江袋 仁哉 (サンコーポ) 志摩 直子 (翼) 55才 高濱 牧人 (入船西) 50才 上坂 る美子 (日の出)

Cｸﾗｽ 霧生 肇 (SOL) 倉坂 和江 (シグマ) 65才 村岸 慶應 (日の出)

Aｸﾗｽ 下間 康裕 (サンコーポ) 内田 有紀 (TEAM ZERO) 45才 鈴木 邦男 (アトミック)

Bｸﾗｽ 根本 隆之 (TEAM ZERO) 西谷 稚子 (ポンカラ) 55才 高濱 牧人 (入船西) 50才 関 紀代子 (日の出)

Cｸﾗｽ 関 浩一 (MFスターダスト) 平良 彩 (Bayside) 65才 津野 秋彦 (日の出)

Aｸﾗｽ 佐藤 靖高 (青べか) 西谷 稚子 (ポンカラ) 45才 鈴木 邦男 (一般)

Bｸﾗｽ 吉村 真範 (SOL) 福武 裕美子 (INTC) 55才 中井 敏夫 (シグマ) 50才 松尾 良子 (日の出)

Cｸﾗｽ 川合 正登 (ワンワールド) 石崎 洋子 (ワンワールド) 65才 久保 公孝 (シグマ)

Aｸﾗｽ 阿部 太郎 (TEAM ZERO) 岡田 朝子 (エルシティ) 45才 鈴木 邦男 (一般)

Bｸﾗｽ 川合 良太 (青べか) 土佐 優子 (ウインズ) 55才 坂井 宣夫 (美浜東)

Cｸﾗｽ 渡名喜 庸一 (一般) 川口 雪 (Bayside) 65才 久保 公孝 (シグマ)

70才 川口 勝章 (シグマ)

Aｸﾗｽ 宇賀神 直 (Air－K) 西谷 稚子 (ポンカラ) 45才 鈴木 邦男 (一般)

Bｸﾗｽ 高田 康之 (ワンワールド) 小浜 智子 (BayWave) 55才 高濱 牧人 (INTC)

Cｸﾗｽ 春藤 修 (トウェンティワン) 中山 由花 (fellows) 65才 久保 公孝 (アトミック)

70才 津野 秋彦 (NSTC)

Aｸﾗｽ 宇賀神 直 (Air－K) 川崎 優子 (Bayside) 45才 鈴木 邦男 (一般)

Bｸﾗｽ 大橋 夏樹 (fellowsSPORTS) 渡部 貴子 (TEAM ZERO) 55才 高濱 牧人 (INTC)

初級者佐竹 允介 (BayWave) 筒井 八千代 (翼) 65才 阿部 均 (日の出)

70才 川口 勝章 (NSTC)

Aｸﾗｽ 熊田 暉 (TEAM ZERO) 中 毬瑛 (TEAM ZERO) 45才 鈴木 邦男 (一般)

Bｸﾗｽ 梅田 大輔 (トウェンティワン) 野田 雅子 (fellowsSPORTS) 55才 高濱 牧人 (INTC)

初級者斉藤 潤 (一般) 櫻井 正子 (ウインズ) 65才 室伏 雅之 (エルシティ)

70才 津野 秋彦 (NSTC)

Aｸﾗｽ 西島 大貴 (一般) 谷島 和実 (TEAM ZERO) 45才 石山 真吾 (トウェンティワン)

Bｸﾗｽ 今井 隆裕 (ワンワールド) 田口 典子 (アトミック) 55才 高濱 牧人 (INTC)

初級者加納 俊法 (入船北) 川畑 聖子 (一般) 65才 室伏 雅之 (エルシティ)

70才 眞壁 武 (一般)

第34回
50才 川村 千鶴 (アトミック)

60才 高橋 義子 (日の出)

第13回 (カプリシャス) 城下 真知子 (翼)

歴 代 優 勝 者
一般男子 一般女子 シニア男子 シニア女子

井出 剛

第14回 45才 柴崎 美津子 (サンコーポ)

第15回 45才 春日 嘉子 (日の出)

第16回 45才 吉田 千代子 (アトミック)

第17回 45才 炭竃 百代 (青べか)

第26回

第18回 50才 中村 豊子 (東野)

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第27回

第28回

第29回

第30回 50才 (ポンカラ)

第31回 50才 立野 優子 (サンコーポ)

村田 理恵

上坂 る美子 (日の出)

第33回
50才 早川 美佳 (一般)

60才 高橋 義子 (日の出)

第32回
50才 立野 優子 (サンコーポ)

60才
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首都高速湾岸線

ユーラシア

駐車場

JR京葉線

東京
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ヤオコー

陸橋

東海大附属
浦安高校

駐車場

新
浦
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見
明
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中央公園
テニスコート

高洲太陽の丘公園

高洲
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テニスコート

浦安市
運動公園
総合体育館

野球場

オリエンタルホテル

ブライトンホテル

今川橋

順天堂大学
浦安病院
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消防署
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鉄鋼団地

コンビニ

コンビニ

フェローズ スポーツ

東京学館

境川

ワイズ
マート

サミット
ストア

357

357

中
央
公
園
通
り

市
役
所
通
り旧

江
戸
川

ホテルマイステイズ舞浜

大会種目・日程により
試合会場が異なりますので

ご注意ください

浦安市テニス協会

テニス大会試合会場

高洲北小

舞浜駅

■テニスコート駐車場について
〈中央公園テニスコート〉〈高洲テニスコート〉は
駐車台数に限りがありますのでご注意ください。
また〈運動公園テニスコート〉は体育館での行事が重なる場合、
混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお出かけください。

運動公園テニスコート

所在地：千葉県浦安市舞浜2番地
電話：047-350-9829
駐車場：［総合体育館側］約300台 ［ユーラシア側］約200台 
アクセス：JR京葉線「舞浜駅」より徒歩約10分

　〈バス利用〉2系統・4系統・6系統・20系統にて
　「運動公園」バス停下車徒歩約2分
おさんぽバス舞浜線で「運動公園」下車徒歩約3分

中央公園テニスコート

高洲太陽の丘公園高洲テニスコート

所在地：千葉県浦安市富岡四丁目25番
電話：047-351-9242
駐車場：18台
アクセス：JR京葉線「新浦安駅」より

バス14系統にて
　「中央公園」バス停下車徒歩約1分

所在地：千葉県浦安市高洲二丁目7番
電話：047-350-0485
駐車場：20台
アクセス：JR京葉線「新浦安駅」より

バス10系統・19系統・15系統にて
　「高洲北小学校」バス停下車徒歩約3分
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