
期　日 令和４年11月１２日（土）、予備日１３日（日） 

会　場 サンスポーツランド太田　

主　催 太田市テニス協会

後　援 太田市教育委員会

協　賛 ボディメンテナンステディ、ヨネックス（株）
梅田屋、トップスポーツ

運　営 山田テニス企画

第　２５　回



会　　　　　長 佐藤　泰久

大会委員長 原田　敏之

レ　フ　ェ　リー 山田　満之

アシスタントレフェリー 春山友代

大　会　委　員 山田テニス企画テニスチーム

１．受付・集合 選手は、決められた時間までに、プレーのできる服装になって本部に出席を
届けてください。時間に遅れた場合、失格となりますので注意してください。
また天候その他により試合実施が不明の場合でも、定刻までにコートに集合してください。
受付では、種目、ドロー番号、名前をはっきり届け出てください。

2．試合方法 試合はすべて6ゲームマッチ　(ノーアドバンテージ方式,6-6タイブレーク）とします。

（ノーアドバンテージ方式は40－40オールになった場合に次のポイントを取った選手
の勝ちゲームなります、その時にレシーバー側はサイドを選択する権利があります。）
＊３位決定戦があります。
*敗者戦（初戦敗者の選手）を行いますので、必ず２試合は行ってください。

3．ウオームアップ 試合前の練習はサービス４本（左右2本ずつ）のみとします。

4.試合進行 オーダーｵﾌﾞプレーで試合進行します。本部前ボードに従って、各自コートに
入ってください。なお、次の試合のドロー番号の早い選手が本部にボールと
スコアシートを取りに来てください。

5．服装について テニスウエアーまたは運動着を着用。（テニスシューズは必ず履いてください。）

6．審　　判 セルフジャッジで行います。アウト・フォールトのコールは大きな声ではっきり
と相手に聞こえるようにして下さい、またポイントのコールも同様です。
相手のコールがわからないときは確認してからプレーしましょう。

※低学年の選手でもセルフジャッジが出来るように指導願います。

7．使　用　球 ヨネックス　TUOR （中学生）　　TMP40グリーンﾎﾞｰﾙ（小学生）　

8．表　　　彰 中学生　　男　女：１位～３位まで表彰
小学高学年男女：１位～３位まで表彰
小学低学年男女：１位～３位まで表彰

9．抽　選　会 １１時頃から抽選会を実施します。
＊試合のない選手も帰らないでお持ちください。

10．応援について ・コートの外からのアドバイスは絶対にしないで下さい、警告の対象になります。
　またラインジャッジ等の判定に関してコート外から口出しすることはできません。
　何か問題がありましたら本部にお申し出下さい。
・インプレー中は音や声を出さないようにしましょう。
・プレーヤーのエラーに対しては、拍手はご遠慮ください。好プレーに関しては、敵味方
　関係なく拍手を送りましょう。
・保護者の方へ、子供が試合を終わってきましたら勝っても負けても誉めてあげて下さい。
　結果はどうであれ一人で試合をやり遂げたことは子供にとって大きな自信と成長に
　つながると思います。

11コロナ対策について 新型コロナ感染防止対策として、ドローに添付のコロナ対策を実施いたします。
試合後は握手はせず会釈のみ行ってください。
待機中、応援中はマスクの着用をお願いします。
密集しないようお願いします。

１２．天候について 小雨程度でコート使用可能であれば開催いたします。
当日雨の場合でもコートに集合願います。

大　会　役　員

注意事項



《 》 《 》 予備日

面 面

中学 男 １Ｒ ～ F

中学 女 １Ｒ ～ F

小高 男 １Ｒ ～ F

小高 女 １Ｒ ～ F

小低 男 １Ｒ ～ F

小低 女 １Ｒ ～ F

8:40 中学 男女 全員 集合 9:00

高学年 男女　　全員 集合

9:00 低学年 男女　　全員 集合

＊試合進行を考慮しての集合時間

　となっていますので、待機時間が

　ありますことをご了承願います。

＊今大会は敗者戦を実施します。

＊大抽選会は１２時頃に実施します。

※1Ｒ以降は、オーダーオブプレー

にて進行します。本部前ボードで

確認してください。

＊全試合行なう予定です。

☆組み合わせはすべて抽選にて

　行いました。

☆試合進行の都合で遅れることがありますのでご了承願います。

☆全日雨天または、一部中止の場合は

次日に順延になります。

 時 間 0  時 間 0  時 間

コート

種 目 種 目 種 目

コート 砂入り人工芝 12 コート 砂入り人工芝 12

会　場 サンスポ 会　場 サンスポ 会　場

〔　日　程　詳　細　表　〕

11 月 12 日 (土) 11 月 13 日 (日)



2022.10.31

大会担当　山田

本大会は以下の内容について大会開催にあたり実施いたしますので参加者及びご父兄、クラブ代表者、

学校テニス部顧問様のご協力及び周知徹底をよろしくお願い申し上げます。

①参加者及び会場に来る方全員（保護者を含む）は大会当日朝、検温を行って受付時に報告・記帳する。

＊体温が37.5℃を超える場合は試合を棄権してください。

②会場での待機時、応援時はマスクを着用し、一定の距離（２ｍ）をとり３密を避ける。

③こまめに手洗い、うがいをしアルコール消毒を施す。（会場にアルコール消毒液を設置します）

④大声での応援はしないでください。

⑤試合終了後の握手はしないで、会釈のみとしてください。

⑥スコアシート台、鉛筆は都度、アルコール消毒を施す。

⑦大会運営スタッフは常時マスクを着用し、密にならないように注意する。

新型コロナウイルス感染防止対策について



３位

63

32 黒澤　琉海 東中 鰺坂　楓大 リバー 64

31 bye   bye   

61

30 與川　雄介 ウィル 櫻木　雅人 宝泉中 62

29 丸岡　優誠 尾島中 徃住　奏 東中

59

28 町居　孝佑 南中 石井　浬久 南中 60

27 bye   bye   

57

26 bye   bye   58

25 五十嵐　陽人 宝泉中 井田　空来 宝泉中

55

24 桑原　快生 宝泉中 田部井　琉生 南中 56

23 bye   bye   

53

22 bye   bye   54

21 近江　侑篤 東中 神谷　聡一朗 東中

20 廣澤　尚行 館林ｊｒ 木島　来斗 宝泉中 52

  50

19 石崎　貴識 南中 bye   51

F
18 bye   bye

48

17 塩澤　佑真 尾島中 赤羽根　裕希 南中 49

16 井出　大輝 宝泉中 茂木　勇人 ウィル

46

15 bye   bye   47

14 沈　佳毅 西中 青木　智也 ＭＡＴ

44

13 石井　大智 東中 大谷　広人 南中 45

12 石黒　星夏 南中 冨貴田　風海 東中

42

11 bye   bye   43

10 bye   bye   

9 久保田　誠 宝泉中 青木　優翔 宝泉中 41

39

8 黒澤　琉碧 東中 SF 小沼　奏太 尾島中 40

7 bye   bye   

6 bye   bye   38

東中 36

5 武藤　大地 南中 藤井　稜真 南中 37

4 永田　秀寿 尾島中 ＱＦ 島田　涼平

3 岡田　波空 宝泉中 小澤　司 宝泉中 35

33

2 bye   3R bye   34

中学生男子

1R
1 大澤　郁翔 ＭＡＴ 2R 本田　大翔 館林ｊｒ



1R
2R

SF

F

16 小川　愛結 尾島中

３位

14 樋口　百花 西中

15 井上　絵梨奈 南中

12 備前島　理菜 尾島中

13 関本　案寧 尾島中

10 金子　結衣菜 尾島中

11 今井　優月 宝泉中

8 田中　彩愛 宝泉中

9 竹澤　優 西中

6 大家　美空 南中

7 高野　凛々花 尾島中

4 船引　柚菜 西中

5 江里口　陽菜 尾島中

2 bye 　　

3 霜田　稟心 尾島中

中学生　女子

1 吉澤　菜那 ＭＡＴ



1R
2R

ＱＦ

SF

F

３位

32 小林　祥太朗 館林ｊｒ

30 青沼　怜央 フリー

31 bye   

28 栗原　悠剛 尾島ｊｒ

29 石井　丈琉　 上野山ＴＳ

26 bye   

27 武田　康宏 ＭＡＴ

24 山田　希海 太田ｊｒ

25 狩野　太志 太田ｊｒ

22 本田　凱士 館林ｊｒ

23 bye   

20 鰺坂　蕾斗 リバー

21 小熊　宏尚 大泉ナベ

18 bye   

19 武井　龍成 館林ｊｒ

16 清水　翔瑛 上野山ＴＳ

17 渡邉　真洋 尾島ｊｒ

14 大川　海斗 ＭＡＴ

15 bye   

12 岡島　佑太 尾島ｊｒ

13 高橋　凛矩 ウィル

10 bye   

11 金子　大晟 館林ｊｒ

8 金　純世 太田ｊｒ

9 豊島　和 リバー

6 bye   

7 bye   

4 岩田　昊志郎 尾島ｊｒ

5 角張　夢丸 大泉ナベ

2 bye   

3 鈴木　勇喜 館林ｊｒ

小学生高学年　男子

1 仙波　昂大 ＭＡＴ



1R
2R

SF

F

16 金井　結空 リバー

３位

14 bye   

15 bye   

12 山川　奈々羽 大泉ナベ

13 池田　彩香 大泉ナベ

10 bye   

11 bye   

8 川瀬　莉央奈 尾島ｊｒ

9 小林　瑠華 大泉ナベ

6 bye   

7 bye   

4 bye   

5 弦巻　笑佳 大泉ナベ

2 bye   

3 bye   

小学生高学年　女子

1 江口　凛桜 ＭＡＴ



1R
2R

SF

F

16 杉山　巧 館林ｊｒ

３位

14 bye   

15 bye   

12 桑原　紋道 尾島ｊｒ

13 金子　祐希 ウィル

10 bye   

11 bye   

8 長谷部　快和 新田ｊｒ

9 新井　健生 上野山ＴＳ

6 bye   

7 bye   

4 横内　奏人 館林ｊｒ

5 穴原　悠真 太田ｊｒ

2 bye   

3 bye   

小学生低学年　男子

1 茂木　颯介 尾島ｊｒ



1R
2R

SF

F

16 植木　美月 尾島ｊｒ

３位

14 名鳥　心実 ＭＡＴ

15 bye 　　

12 井田　来蘭　 ＭＡＴ

13 山川　結梨佳 太田ｊｒ

10 bye 　　

11 bye 　　

8 滝澤　彩花 ミナミ

9 相場　玲那 リバー

6 山田　結海 太田ｊｒ

7 bye 　　

4 滝澤　結花 ミナミ

5 吉澤　柚奈 尾島ｊｒ

2 bye 　　

3 森　莉心 尾島ｊｒ

小学生低学年　女子

1 落合　虹心 ＭＡＴ


