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                    ５日（日）
２０２０年４月　４日（土）

予備日 　４月１１日（土）



日付 ﾗｳﾝﾄﾞ ドロー番号 会場 時間

9：00～9：20

9：30～

9：00～9：20

9：30～

9：00～9：20

9：30～

４月11日（土）

備考 ４月4日（土）が中止になった場合は、４月５日（日）に全てスライドして開催します。

日程表

備考

４月4日（土）
１Ｒ
ＱＦ

NO.1～NO.8
　県立スポーツセ
ンター　　　　　善

行コート

プラクティス

試合開始

NO.9～NO.16
大和市

ゆとりの森公園
コート

プラクティス

試合開始

大和市
ゆとりの森公園コート

4月5日順延時使用

４月5日（日）
ＳＦ
Ｆ

NO.1～NO.16
　県立スポーツセ
ンター　　　　　善

行コート

プラクティス

試合開始

ＳＦ終了後、Ｆ終了後表彰式



*電車の場合
小田急片瀬江ノ島線「善行駅」東口より、徒歩7分
途中、階段を上がる所があります。令和2年4月から、エレベーターも併せてご利用いただけます。

第４４回全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選会

会場図

神奈川県スポーツセンター善⾏コート
藤沢市善⾏７－１－２ TEL︓0466－81－

大和市ゆとりの森テニスコート

大和市福田４１１２　TEL：046-267-6800

（駐車場は、両会場有料となります）

小田急江ノ島線高座渋谷駅西口
【コミュニティバスのろっと】

＊駐車場利用台数に限りがある会場があります。公共交通機関をご利用ください。

ゆとりの森バス停下車徒歩1分



＊ 本トーナメントは全てのチーム、選手を公平に扱います。

＊ 下記以外の基本的ルールはJTAルール２０２０に準じます。

＊ 服装もJTAルールに準拠したテニスウエアとします。（年齢別種目はｳｫｰﾑｱｯﾌﾟｽｰﾂ等の着用を認めます。）

＊ 試合形式は全試合８ゲームプロセット（８オール７ポイントタイブレーク）、ノーアドバンテージ方式とします。

＊ 登録選手の変更は、初日受付時に、初回戦に限り１種目、１名の変更を認めます。

（指定用紙に記入し本部に提出ください。）

＊ 対戦オーダー表は４部作成し、その内の「本部用」を毎回本部に提出ください。

対戦結果は勝者チームが「報告用」に全対戦結果を記入して速やかに提出してください。

＊ 試合の順序は以下の順で行います。

（１）女子複、（２）男子複、（３）女子４５才複、（４）男子４５才複、（５）男子５５才複、（６）女子単、（7）男子単

・順序通りの試合が不可能な場合はレフェリーの判断により、できる試合から行う事があります。

＊ 対戦に先立ち、RU立会いのもと、監督間でオーダー交換をしてください。（司会：RU)

＊ 選手が自分の試合開始時間に遅れた時、その種目は不戦敗となります。

試合終了後の握手は自粛し、お互いの挨拶のみを推奨します。

＊ 本トーナメントは、初日の初回戦を除き、ポイントが決まった時点で以降の試合は打ち切ります。

＊ 複・単両方に出場する選手の休憩時間は５分以内とします。

＊ 大会運営上食事時間は特に定めません。各チーム内で進行を考慮し済ませてください。

＊ コート割は当日発表します。

３位決定戦は行いません。

＊ 全ての試合、セルフジャッジを原則とします。決勝戦にはSCUをつける事があります。

また、ロービングアンパイアを配置します。

・飲み物の供給や用具の交換、試合上のトラブル等はアンパイアに申し出てください。

＊ セルフジャジでは、他コートからのボールの侵入等妨害と判断した時はどちらの選手がレットをかけてもかまいません。

＊ 試合は小雨決行とします。不可能な場合はナイターとしたり日程を変更して実施する事があります。

＊ ウォームアップは、3分間とします。（ロービングアンパイアが計時をします。）

＊ ボールは１試合２球使用です。

・対戦開始に先立ちドロー番号の小さいチームに必要数をお渡しします。

・対戦終了時に勝利チームが数を確認して本部に返却ください。

・試合中ボールが行方不明になった場合はロービングアンパイアから補充を受けてください。

＊ チーム名カードは各チームに５枚お渡しします。勝ち上がった場合最終日まで管理してお使いください。

＊ トイレットブレークはやむを得ない場合に限り１試合、１回認めます。（サービスの順番になった時のみ）

＊ 対戦が決着したらRU立会いのもと、監督間で結果を確認し、終了してください。（司会：RU）

＊ 対戦が終了したら勝利チームは速やかに結果を本部に報告し合わせて使用ボールを返却してください。

＊ 朝のプラクティス時間は各チーム２０分間です。（会場により異なる事、また無い場合があります。）

試合開始時間に支障を来たさないよう厳密にお守り願います。

＊ 準決勝及び決勝戦が終了次第表彰式を行います。

以上

《大会情報ページ》
日頃より、神奈川県テニス協会主催大会にご出場いただきありがとうございます。 本協会主催大会は、当日の実施判断は会場で
行うことを基本としていますが、できるだけ早く皆様へお伝えすることを目的に「神奈川県テニス協会・大会情報」を掲載します。
悪天候等で実施が危ぶまれる場合には、本ページをご確認の上お出かけ頂ければ幸いです。
パソコン⇒神奈川県テニス協会・大会情報 http://kanagawa-tennis.seesaa.net/
スマホ⇒神奈川県テニス協会・大会情報 http://kanagawa-tennis.seesaa.net/

QRコードリーダーからもアクセスできます。

第44回全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選　注意事項

実際のコート割、コート移動、コート展開・増減等はレフェリーの指示に従ってください。ください。

レフェリー：渡邉　美枝子

（即座に、相手に分かるようにレットを宣言しプレーを止めてください。）但しプレーが続行した場合は無効とします。



４日 ５日

シード 1R ＱＦ ＳＦ Ｆ

シード順位： No1：藤沢市、No2：川崎市、No3～4：横浜市、鎌倉市

第４４回　全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選
（兼　第７５回国民体育大会2次予選）

組　　合　　せ

2 寒川町

① 1 藤沢市

プラクティス ； ９：００～９：２０

試合開始 ； １R ９：３０

ＱＦ：フォロードバイ

プラクティス ； ９：００～９：２０

試合開始 ； SF ９：３０

日時；２０２０年４月４日（土）、５日（日）、予備日４月１１日（土）

会場；神奈川県スポーツセンター善行コート、大和市ゆとりの森公園コート

4 厚木市

5 横浜市

3 小田原市

7 平塚市

6 伊勢原市

③～④

9 大和市

10 茅ヶ崎市

8 海老名市

三浦市

12 鎌倉市

11 秦野市

③～④

レフェリー：渡邉　美枝子

F ； 開始時間は別途連絡する。

② 16 川崎市

15 逗子市

14 相模原市

13



監督
マネージャー

藤井 忠 萩野　颯太 塚本　ひとみ 星野　由行 ヘルナンデス 薫 藤原　慎一

平野　まり 田中　瑛太 大河原　彩楽沙 岡田　要 佐藤　芳香 岩見　亮

吉澤　悠伍 冨永　栞 佐藤　光秀 石塚　佳子 藤井　忠

亀山　孝雄 野村　雄登 安藤　みゆき 長尾　啓史 鳥谷部　薫 渡辺　正宏

渡辺　一之 西方　裕喜 山藤　綾香 江原　光二 會津　千波 亀山　孝雄

藤原　奨 亀井　真由美 吉岡　誠司 中田　千織 倉田　正剛

所　真人 森　智広 高木　遥香 神部　義幸 深津　祐美子 勝俣　正信

岸本　匡美 藤野　航太 山本　菜央 安部　隆司 森川　こずえ 斉藤　正典

竹内　健人 神部　敦子 遠藤　幸司 岸本　匡美 所　真人

荒木　貞男 永田　大記 中村　凪穂 假屋　幸治 吉田　知香 北林　博人

島田　正美 秋山　直輝 小倉　晴夏 清水　隆 柳下　千夏 川端　政幸

成田　一平 菱山　富美枝 荒木　貞男 横松　布美枝 橋本　満則

岡崎　崇徳 只木　伸彰 入江　真子 玉那覇　太 梅田　真由美 須長　直彦

石崎　勇太 喜多　元明 髙橋　玲奈 鈴木　譲 松尾　あゆみ 窪田　洋久

小林　雅哉 酒井　渚月子 中嶋　俊一 窪田　美紀 大村　幸雄

立岩　詩朗 高島　 嶺 立岩　千夏 畠山　大輔 鈴木　圭子 今泉　久

井上　利恵子 藤原　大生 山口　みやび 高橋　正樹 石井　亜貴 松井　仁司

川上　瞬世 中根　美来 請川　智久 大野　夏女 杉浦　孝弘

原　 俊清 井本　涼介 河本　鈴香 大井　圭一 山田　さちよ 加藤　全孝

山本　健太 徳永　慶伍 長谷川　莉緒 前田　太郎 大井　麻紀子 原　俊清

長谷川　亮 木下　瑠萌 岡本　賢太 原　葉子

福川　敦 金海　俊 福川　凛 原田　光治 金指　歩 木下　久之

海老名市 峰川　由美 荒木　光太郎 前田　美代 塩崎 　香 米山　和子 高橋　克夫

漆原　忠則 木村　喜子 峰川　由美

林　俊明 四宮　芳紀 名嘉　くらら 弓狩　基昭 井野　由佳子 遠藤　 隆

沖原　次久 深澤　典生 田中　玲杏 野口　剛 清家　麻理子 鈴木 　昇

小笠原　景介 石岡　大祐 井口　重美

伊藤　淳 石井　晃 佐藤　美鈴 鬼原　賢 佐々木　美香 笠間　信一郎

石井　晃 熊澤　将志 川畑　このみ 田渕　健次郎 渥美　美和子 山下　修二

村上　淳一 原田　咲 伊藤　淳 伊藤　朋美 鈴木　安隆

降旗　淳 伊藤　荘樹 初沢　真央 石川　秀之 佐藤　眞紀子 福田　俊一

六浦　満夫 成田　直史 山口　紗紀 佐藤　広三 石川　かおり 内川　素良

笹元　紀吾 北村　栄 降旗　淳

野本　剛志 高橋　和宏 平野　聡美 森田　誠一郎 野本　洋子 芳川　剛志

鈴木　昭介 高橋　栄吉 吉川　ひかる 平野　剛 土屋　美帆 荷川取　浩

松岡　隼 竹内　梨央 内山　浩一 兵藤　寛美 野本　剛志

大谷　浩一 小磯　尚義 鈴木　未来 宇賀神　浩祐 東條　宏枝 泉  善男

町田　遼太 津田　裕一朗 井根　渚 小沢　真 山川　美和 加藤　勝典

井根　拓郎 横山　由貴 沖川　平 高橋　清恵 馬賀　信二

姫野　鐘三 岡嶋　巧 柳沼　未央 山内　卓 萩生田　亜由美 向井　創

能瀬　俊治 岡嶋　惇 澤田　久美子 横山　督 佐々木　昇子 福本　哲

向井　昌子

菊池　隆美 田島　大輝 中田　梨絵子 金子　憲史 小林　美幸 高崎　増次

甘粕　久美子 永山　聖也 山口　桃子 佐藤　圭一 太田　菜穂 藤沢　由紀夫

森川　美穂 松井　博道 野田　仁

奥山　誠二 賀川　稜太 高橋　未来 木村　篤 新美　友紀 奥山　誠二

金子　和代 北岡　志之 副島　こころ 伊坂　浩二郎 河村　直子 片山　隆一

徳　  航太 幸田　あずみ 田中　一州 金子　和代 福寿　庸

藤 沢 市

小田原市

男子５５才市町協会名 一般男子 一般女子 男子４５才 女子４５才

第４４回全日本都市対抗テニス大会神奈川県予選メンバー表
（ドロー順）

ＮＯ

8

15

13

4

逗 子 市

三 浦 市

横 浜 市

11

5

鎌 倉 市12

14

大 和 市

16

1

平 塚 市7

3

伊勢原市

相模原市

6

2

茅ヶ崎市

9

10

秦 野 市

川 崎 市

厚 木 市

寒 川 町



１． 各市町協会監督へ

（１） 監督者会議は行いませんので、本お知らせを選手の皆様へ周知徹底くださるようお願いいたしま
す。

（２） 開会式、表彰式、試合前・試合後の整列等一堂に会することは行なわず、監督が代表して行います
ので、ご協力をお願いいたします。

（３） 選手関係者以外の応援・来場は極力お控えいただくようお願いいたします。

（４） 小雨決行としますが、降雨等で中断せざるを得ない場合は、待機場所での感染リスク低減のため、
延期対応を優先いたします。

（５） 本年度に限り、新型コロナウイルス対応のため、下記２の（１）の理由により予定していた選手が欠
場となった場合、当該試合は不戦敗となりますが、他の試合は有効と致します。

２．

（１） 発熱等の風邪の症状が見られる場合は、出場を辞退するようお願いいたします。

（２） マスクの着用と、こまめな手洗いを心がけてください。

（３） 試合終了後の握手は自粛し、お互いの挨拶のみを推奨いたします。

（４） 得点板はドロー表の上の選手が行ってください。（毎試合終了後ロービングアンパイアが消毒を行い
ます。）

（５） 試合前のトスは選手間によるラケットで行うのではなく、ロービングアンパイアによるコイントスといた
します。

３． 役員の対応について

（１） 役員はマスクを着用いたします。

（２） 受付には消毒液・体温計を準備する予定です。

（３） 本部席では役員同士も感染リスク低減のためなるべく離れるようにいたします。     

以上

2020年3月15日
大会ディレクター

瀧本　幸丈

第４４回全日本都市対抗テニス大会

神奈川県予選会出場選手・監督の皆様へ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、選手監督等関係者の皆様へのお願いをお知らせいたします。ま
た、今後の状況変化により、各種変更が発生する可能性がございますのでご承知おきください。できる限り不
安を取り除いて開催できればと考えておりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　なお、誠に勝手ながら、何卒、下記記載事項について、ご了解いただきご参加くださるようお願い申し上げま
す。

選手の皆様へ
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