平成２３年度 埼玉県西部地区テニストーナメント大会（シングルス）
H23.06

・期 日

・会 場

男子
女子

平成２３年６月 ４日（土）
６月１１日（土）
平成２３年６月 ４日（土）

QFまで
SF,F,3位決定戦
Fまで

男子

志木市秋ヶ瀬運動公園テニスコート（クレーコート ６面）

女子

富士見市運動公園テニスコート（クレーコート ６面）
･レフリー
･アシスタントレフリー

予備日６月１８日（土）
予備日６月１１日（土）

大附 博美
木下 和夫、勝又 裕治
八山 正雄 亀山 弘光

連絡先(雨天の場合)
大附 博美

℡ 048-478-2770 （7:30 以降）

試合規則及び注意事項
１．試合球はダンロップフォートイエロー
２．試合方法は１セットマッチとし、６オールタイブレーク（１２ポイント）方式とし、
男子決勝戦のみ３セットとします。（セットブレークルールを採用します）
３. 本トーナメントは、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。
４．審判はセルフジャッジで行ないます。試合結果は勝者が本部へ報告してください。
５．指定時間に遅れた場合はＷＯとなります。
６．小雨とか雨のやみそうな場合は、各郡市の代表が問い合わせて下さい。
７．コートをはなれる事は原則として禁止します。（やむを得ない場合はレフリーに届け
出る事）試合のコールがあった時にいないと棄権とみなします。
８．試合前のウオームアップ３分以内とします。
９．会場の準備、後片付けは選手にお願い致しますのでレフリーの指示に従って下さい。
10．服装は、テニスウエアーであれば良い。トレーナー・ジャージ・色物可、Ｔシャツ不可。
11．その他の規則は原則として日本テニス協会規則に準じます。
12．この大会の上位者を、Ｈ２３年度埼玉県秋季テニス選手権大会、及び、Ｈ２４年度埼玉県
春季テニス選手権大会に各２名を推薦致します。（但し、埼玉県大会の有資格者を除く）

＜ 集 合 時 間 ＞

【男子】
6月4日（土）
１Ｒ

2～24

9:00

27～49

２Ｒ

1～25

10:00

26～50

残り全員

9:00

2,3
1～18

9:00
9:00

9:30
10:30
（QF まで）

6月11日（土）
（準決勝、決勝、３位決定戦）

【女子】
6月4日（土）
１Ｒ
２Ｒ

19～36

9:30

平成２３年度 埼玉県西部地区テニス大会

H 23.06

男子シングルス
1. 澄本 昌樹（和光）

26. 村井 淳平（入間）

2. 野口 裕示（志木）

27. 鹿沼 行央（朝霞）

3. 高塚

奨（富士見）

28. 竹原 優樹（狭山）

4. 品田

諒（川越）

29. 大澤 克啓（三芳）

5. 志村

浩（入間）

30. 白井 直樹（新座）

6.

bye

31.

bye

7. 高橋 由成（所沢）

32. 近藤 浩介（所沢）

8. 佐久間弘敏（飯能）

33. 藤島翔太郎（坂戸）

9. 池田

敦（朝霞）

34. 中村 友哉（富士見）

10. 井上

晋（坂戸）

35. 早川 昌彦（和光）

11. 大嶌

貴（狭山）

36. 赤藤 修司（川越）

12. 有村

健（三芳）

37. 圑 琢海（志木）

13. 三國 倫敬（志木）

38. 米山 文夫（日高）

14. 松岡 慎一（川越）

39. 中田 真一（坂戸）

15. 新井田 統（ふじみ野）

40. 新野 耕司（入間）

16. 眞坂 隆一（所沢）

41. 神山慎太郎（三芳）

17. 丸山 真弥（志木）

42. 稲葉

実（日高）

18. 加藤 裕行（日高）

43. 吉岡

渉（富士見）

19. 中村 祐貴（入間）

44. 小出恵利人（朝霞）

20. 熱田 友幸（狭山）

45. 永重 隆弘（所沢）

21.

bye

22. 小波

46. 野村 洋司（和光）

仁（和光）

47. 小峰

23. 沼崎 正義（坂戸）
24. 亀山 弘光（富士見）
25. 山下 芳正（三芳）

直（川越）

48. 小笠原智史（富士見）

３位決定戦

49. 上田 修麻（志木）
50. 熱田 茂幸（狭山）

平成２３年度 埼玉県西部地区テニス大会

女子シングルス

H 23.6

1. 平形 友香（富士見市）

19. 厚谷 美希（志木）

2. 田島 莉子（ふじみ野）

20.

3. 北田さゆり（日高）

21. 内田 貴子（和光）

4. 坂田 郁美（狭山）

22. 熊倉 由衣（富士見）

5. 千葉まゆみ（川越）

23. 児玉 里香（狭山）

6. 大橋 正子（入間）

24. 須藤 珠美（ふじみ野）

7. 中澤 雅代（志木）

25. 吉富みゆき（三芳）

8. 若野 美紀（所沢）

26. 中尾 葉子（所沢）

9. 藤井

27. 延原真由美（朝霞）

恵（三芳）

bye

10. 大重 桃香（川越）

28. 樋口由香利（入間）

11. 小林裕美子（志木）

29. 宮里佐智子（朝霞）

12. 須藤 晶子（新座）

30. 鈴木 和子（富士見）

13. 川口 敦子（三芳）

31. 柳原貴和子（新座）

14. 大橋 正子（富士見）

32. 深瀬 理子（狭山）

15. 岸野みゆき（和光）

33. 安藤 智子（ふじみ野）

16. 西井 和美（飯能）

34. 入舟 由佳（和光）

17.

bye

18. 牛山 菜緒子（所沢）

３位決定戦

35.

bye

36. 唐沢 俊江（川越）

男子会場

志木市秋ヶ瀬運動公園テニスコート
浦和所沢バイパス 羽根倉橋西信号を右折（さいたま市方向に進行の場合）直ちに土手の上
の道を左に入り、河川内の道をNTTグランド（サッカー場）に沿って下流方向に約１Kｍ進行
テニスコート入口看板がありますのでその方向に進んでください。
※ 羽根倉橋をさいたま市方面に
渡らないように注意してください
手前の信号です。

テニスコートがありますが

女子会場

男子会場

テニスコート

男子会場
志木秋ヶ瀬運動公園

至さいたま市

（羽根倉橋西信号付近詳細図）

（志木市秋ヶ瀬運動公園配置図）

女子会場

富士見市運動公園テニスコート

浦和所沢バイパス 羽根倉橋西信号左折側道を進行する
（さいたま市方向に進行の場合）
※ 羽根倉橋をさいたま市方面に渡らないように注意してください。手前の信号です。

女子会場
富士見市運動公園

駐車場

女子会場

男子会場
至さいたま市

浦和所沢バイパス 羽根倉橋西信号付近詳細図

