
主　催 北信越テニス協会

主　管 新潟県テニス協会

期　日 平成３０年９月１日(土)、２日（日）　

会　場 長岡市　希望が丘テニス場　(℡ 0258-29-1082)　　砂入り人工芝コート　８面

代表者会議：8時30分　　公式練習9：00から9：25　　試合開始：9時30分

使用球 ＹＯＮＥＸ　ＴＭＰ８０

会 長 宮崎　甚一

副 会 長 米山　　勉 吉澤　之榮 岡田　直樹 安間　保行

実業団委員長 戸田　英利

委 員 野崎　拓哉 三村　　功 石原　法男 吉田　俊朗 矢部　清隆 井沢　信一

山元　政明 山村　好孝 小林　和彦 鹿田　純雄 横山　　悟 法龍院　充

冨田　紀子 菊沢　　裕 吉村　　隆 野村　智弘 遠藤　武次 平野　雅憲

杉森　清俊 岸　　　徹 田中　　力 川崎　敏弘 八ッ橋幸代 三日市政司

広野　幹夫 島　喜代美

ディレクター 石原　法男

レフェリー 鹿田　純雄 役　員 長岡市テニス協会

男子の部 ① 長野県 アース製薬株式会社

(５チーム) ② 福井県 関西電力株式会社

③ 石川県 石川県庁ＴＣ

④ 富山県 ＹＫＫ

⑤ 新潟県 ヨネックス株式会社

女子の部 （参加なし）

【試合方法】１ブロック５チームのラウンドロビン　　１対戦３面使用

①シングルスはベストオブ３タイブレークセットとする。

　ダブルスは１セットオール後１０ポイントマッチタイブレーク方式とする。

　但し、天候その他の理由により試合方法を変更する場合もある。

　ボールチェンジは、セットチェンジとする。

②試合枠順は、申し合わせの通り、前年度成績県順とする。

　男子：①長野県、②福井県、③石川県、④富山県、⑤新潟県

③試合順は以下の通りとする。

　１日目： 1 ①vs⑤、 2 ②vs④、 3 ③vs⑤、 4 ①vs④、 5 ②vs③

　２日目： 6 ①vs③、 7 ②vs⑤、 8 ③vs④、 9 ①vs②、 10 ④vs⑤

④大会当日、正当と認められる理由でメンバ－が不足した時は、２ポイント獲得

　できる場合には試合は行う。

⑤チ－ムの勝敗が決まった時点で、ゲ－ム終了後に片方のチ－ム判断で打ち切り

　可とする。

⑥審判はセルフジャッジとする。

競技方法
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参加チーム



1 試合形式 ① ボール交換：１セットごとにボール交換（但し、ファイナルタイブレークは除く）

② １名のベンチコーチを認める。

③

2 試合進行 ① 試合前に対戦オーダーを本部に提出し、試合前に対戦相手と交換すること。

② 番号の若いチームが本部までボールを取りに来ること。

③ スコアボードは番号の若いチームが上側とする。

④ 各ゲーム終了ごとにスコアボードを修正すること。

⑤ 試合終了後、勝利チームが速やかに本部まで、結果報告とボール返却を行うこと。

3 順位決定 順位決定については、以下の通りで決定する。

① 勝率

② 同勝率が２チームの場合：直接対決の勝者

③ 同勝率が３チームの場合：取得ポイント率、セット率、ゲーム率の順で比較する

④ 取得ゲーム率まで同じチームが２チームの場合：直接対決の結果

　　　　　　　　　〃　　　 　　　　　３チーム以上の場合：抽選とする

4 そ　の　他 ① 試合前のウォームアップは各試合５分以内、レスト３０分以内（時間厳守）。

② けいれん等、体力消耗による試合中断は認めない。

③　試合中の怪我、傷害等においては一切責任を負わない。

5 練習コート（１日） 10面使用 7・8 9・10 11・12 13・14 15・16

アース製薬 関西電力 石川県庁 ＹＫＫ ヨネックス

練習コート（２日） 9 10 11 12 13 14 15 16

アース製薬

アース製薬

・
関西電力

関西電力 ヨネックス 石川県庁
石川県庁

・
YKK

YKK ヨネックス

6 監督会議 男子8:30～8:50 ルール説明　　9:30試合開始

※大会初日の監督会議で１名に限り、変更及び追加を認める。

　但し、登録順の変更は認めない。

7 天候による変更 全てのルールは雨天等やむを得ない状況下において変更することがある。

8 大会の諸注意 試合中、携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定するよう周知徹底すること。

ごみは所定の場所に捨てるか、各自で持ち帰り、モラルの向上に努めること。

対戦はラウンドロビン方式によるリーグ戦とする。

9：00～9：25

9：00～9：25

追加連絡事項



1 2 3 4 5

県名 長野県 福井県 石川県 富山県 新潟県

チーム名 アース製薬株式会社 関西電力株式会社 石川県庁ＴＣ ＹＫＫ ヨネックス株式会社

キタガワ　キミノリ ツジ　トシヒロ ナカムラ タカシ ｲﾜｻｷ　ｱｷﾗ

北川　公則 辻　俊宏 中村 高士 岩崎　亮

キタガワ　キミノリ シマダ　タカユキ ナカムラ タカシ ｲﾜｻｷ　ｱｷﾗ

北川　公則 村松　尚 島田　貴幸 中村 高士 岩崎　亮

ｷﾀﾔﾏ　ﾀｸﾐ

北山　拓海

カワグチ イッキ ｷﾀﾔﾏ　ﾀｸﾐ

村下　正和 川口 一輝 北山　拓海

イシオカ　タカヒロ ナカムラ　タカシ タキカワ ケイスケ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾕｳﾀ

石岡　浩孝 梅木　陽一 中村　隆志 滝川 恵介 山崎　悠太

ワキ　ジュンヤ ナカデ　コウタ クグミナト タカヤ ｲｷ　ｼｭﾝｽｹ

脇　惇弥 山本　剛 中出　康太 久々湊 峰也 壹岐　駿介

ヤギヌマ　シュウヘイ イシマル　トモヤ ヨシタ リョウスケ ﾊﾗ　ｹｲｽｹ

柳沼　周平 池田　法男 石丸　智也 吉田 亮介 原　圭亮

フジイ　タカシ オノ　タカトシ マツシタ ケイスケ ﾖｼｶﾜ　ﾕｳﾀ

藤井　貴之 村下　正和 小野　隆利 松下 圭介 吉川　優太

ナカニシ　ノリヒト イトウ　シュンジ ナカムラ タカシ ｲﾜｻｷ　ｱｷﾗ

中西　紀人 亀谷　武司 伊藤　俊次 中村 高士 岩崎　亮

ナカニシ　カズヒト サカグチ　サトシ ウエノ タカユキ ｽｴﾀｹ　ｼﾞｭﾝﾔ

中西　一仁 田中　伸一 坂口　哲司 上野 貴之 末竹　純也

ヤマギシ　ツヨシ ヤマグチ ジュンペイ ﾀﾅｶ　ｼﾝﾔ

武田　浩司 山岸　剛 山口 純平 田中　慎也

シマダ　タカユキ イトウ ヒロキ ｵｶﾞﾜ　ﾅｵﾄ

松尾　健吾 島田　貴幸 伊藤 貴生 小川　直人

イマイ　トモキ カワグチ イッキ ﾆｼﾔﾏ　ﾋﾛｷ

村松　尚 今井　那紀 川口 一輝 西山　博基

監督

ﾄﾚｰﾅｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

選手９

選手８

選手７

選手６

選手５

選手４

選手３

選手２

選手１
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部長

選手名簿


