
　　令和２年  西三河マスターズテニス選手権大会

　　　　　　　　　　　　　実 施 要 項

　１　主　　催　　西三河テニス連絡協議会

長山家久
石川幸利
田中公司

　　 アシスタントレフェリー 長山家久
水谷行夫　　田中公司　　加藤浩明　　　　
加藤高明　　片岡泰三　　伴野義雄

　３　開催期日 　　  ２月２3日（日）

　４　会　　場　 　  西尾市総合体育館　　（メインアリーナ3面、サブアリーナ1面）
　TEL 0563-54-7761

　５　部　　門　　①　男子ダブルス　　　②　女子ダブルス

　　　　　　　　コール時間
ドローNo. ドローNo.
1～１4 16
3～15 1,16

　　　　　　　注意事項　　
　（１）　男子女子ともコール時間の30分前に集合してください。

遅刻は失格となりますので注意してください。
※開場：８時３０分
※９時に抽選後、９時20分まで練習可。1ペア5分程度で交代。
※開会式を実施します。

　（２）　シューズは、室内専用を使用してください。
　（３）　試合終了後、勝者は速やかに使用ボールとスコアシートを

本部へ届けてください。
　６　試合方法　　
　（１）  ドローは、各市の指定大会による1位ペア、次いで2位ペアの成績者をシードとし、
　  　　他の出場選手は、当日抽選とします。
　（２）　試合は、１タイブレーク セットマッチ（７ポイント）とします。
　（３）　申し込み後のパートナーの変更を認めます。
　　　　　　　＊但し、シード選手に変更があった場合は、シードは解除されます。
　（４）　試合球は、ダンロップ・フォート（イエロー）とします。
　（５）　試合前ウォーミングアップは、初戦のみ３分間とします。
                                                        その後はサービス４本とします。
　（６）   試合は、セルフジャッジで行います。（ロービングアンパイア制度導入）

　８　参　加　費　　￥２，０００/ペア

　９　表　　彰　　　１位～３位（３位決定戦を実施します）
　　　
１０　問合せ先　　　みよし市テニス協会　長山　家久　　携帯：090-3152-5986

　２　大会役員　　大会会長
　　　　　　　　　大会副会長
　　　　　　　　　レフェリー

　　　　　　　　　競技委員

男子 10：0０
女子 １０：３０ １１：００

９：３０



男子出場選手（①～⑥はシード選手）

榊原敬三 大間俊一郎 山田智広 河村陸斗
大竹一之 門園達郎 杉浦史剛 古橋柊依

荒木啓輔 青井芳裕 井東昌之 田中裕一郎
吉原正人 前川 寛明 水田貴文 山田貴大

大田一成 小安俊秀 長谷川 賢悟 神谷好昭
金剛健太 古橋卓真 勝野二徹 城　隼人

土田健太郎 杉山洋平
水谷麿生 伊藤雅洋

女子出場選手（①～⑧はシード選手）

山崎有加 神谷美樹 山崎さくら 牧口好美
後藤萌花 稲垣綾乃 比楽美咲 槇原清子

村井理恵子 新美美奈子 村山由美子 富岡波江
中根かおり 野間量子 野口由紀子 安藤美奈 

池田静佳 青山恵子 (豊田) 有馬 さやか 榎本 遥
松波愛理 日比恵都子 (刈谷) 小松有希 岩月菜穂子

小澤　愛 林 玉巳 近藤美子
井上登紀子 小伊豆恭子 松村恵美子

① (碧南) ② (豊田) ③ (西尾) ④ (西尾)

⑤ (知立) ⑥ (豊田) 7 (安城) 8 (安城)

12 (豊田)

13 (刈谷) 14 (西尾)

9 (安城) 10 (安城) 11 (豊田)

④ (碧南)

⑤ (西尾) ⑥ (刈谷) ⑦ (豊田) ⑧ (安城)

① (みよし) ② (安城) ③ (西尾)

(豊田)

13 (刈谷) 14 (西尾) 15 (碧南)

9 (豊田) 10 11 (豊田) 12



第２３回 西三河マスターズテニス大会
2020年2月23日(日)  西尾市総合体育館
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三位決定戦

女子ダブルス

山崎有加 新美美奈子

後藤萌花 野間量子

富岡波江 山崎さくら
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中根かおり 稲垣綾乃 
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