
 

後 援 　町　  田　  市　  体 　 育　  協　  会

町田市テニス協会

シ  ン  グ  ル  ス  大  会

第３２回

令和３年 度

主 催 　町　 田　 市　 テ　 ニ 　ス　 協　 会



日 程 ･ 会 場

10月10日(日)

10月 3日(日)

[第２日] 10月17日(日)

[予備日] 10月24日(日）

（注記） 10月 3日が雨天の場合　：　 3日の予備日は10月17日

10月10日が雨天の場合　：　10日の予備日は10月17日

10月17日が3日又は10日の予備日となった場合：　17日の予備日は10月24日

なお、10月 3日、10日の両日とも雨天の場合：大会は中止となります。　

大　会　役　員

　大会実行委員長 大居　悟　　　　　　(町田市テニス協会会長）
　大会実行副委員長 栗又　猛　　　　　　(町田市テニス協会理事)

　コートレフェリー

　　１０月　３日 栗又　猛・清水　美希・間嶋　淳二・中村　幸司

　　１０月１０日 栗又　猛・中原　行雄・遠山　宏樹・仲村　陽介

　　１０月１７日 栗又　猛・松島　琢磨

歴代優勝者（敬称略）

一般男子 壮年男子 Ｇ壮年男子

高見澤　岳史

禿　拓史

大麻　穣

矢澤　秀毅

八木　宏治

八木　宏治

西山　貴之

戸木　教夫

杉山　康則

西山　貴之

西山　貴之

依田　新

清水　健一

山本　明雄 下村　忠

春山　道男 土田　太一

中村　聡 北島　喜明

倉部　涼 北島　喜明

大森　克典 杉山　康則

川瀬　和音 杉山　康則 大泉　俊郎

阿久津　泰紀 杉山　康則 佐藤　安栄

石口　雅人 田中　潤 吉田　幸男

髙島　一輝 塩田　達宏 北島　喜明

髙島　一輝 塩田　達宏 石橋　善明

髙島　一輝 塩田　達宏 斉藤　洋美

髙島　一輝 中村　直樹 渡辺　融

第29回大会（平成30年度） 菅野　沙友季

第28回大会（平成29年度） 菅野　沙友季

第30回大会（令和元年度） 勝間田　沙友季

第21回大会（平成22年度） 田中　杏奈

第22回大会（平成23年度） 浜田　知帆

第27回大会（平成28年度） 菅野　沙友季

第23回大会（平成24年度） 田中　京子

第24回大会（平成25年度） 菅野　沙友季

第25回大会（平成26年度） 菅野　沙友季

第26回大会（平成27年度） 菅野　沙友季

第18回大会（平成19年度） 野上　真弥

第19回大会（平成20年度） 野上　真弥

第20回大会（平成21年度） 斉藤　真弓

第15回大会（平成16年度） 加藤　佐紀

第16回大会（平成17年度） 加藤　佐紀

第17回大会（平成18年度） 野上　真弥

第12回大会（平成13年度） 東海林　由紀

第13回大会（平成14年度） 加藤　佐紀

第14回大会（平成15年度） 加藤　佐紀

第９回大会（平成10年度） 椎谷　敦子

第10回大会（平成11年度） 米澤　麻衣子

第11回大会（平成12年度） 米澤　麻衣子

第６回大会（平成７年度） 高見澤  昌代

第７回大会（平成８年度） 井上　久美子

第８回大会（平成９年度） 平井　洋子

 男子　　：QF～F
 女子　　：SF～F
 45歳男子：QF～F
 55歳男子：QF～F

10月 3日・10日の予備

 10月17日の予備

一般女子

日        程 コート：成瀬クリーンセンターテニスコート

[第１日]
 男子：A～Hブロック

 女子：1R～2R
 45歳男子：A～Hブロック
 55歳男子：A～Hブロック



　　注　意　事　項

　　　１．試合は、全て６ゲーム（１セット）マッチとします。

　　　　　ゲームカウントが６－６になった場合は、タイブレークを行います。

　　　２．試合前の練習は、各自サーブ８本のみとします。

　　　３．審判は、全試合セルフジャッジとします。最終ページの「セルフジャッジの仕方」を

　　　　　よく読んでください。

　　　　　勝者は試合終了後、速やかに結果を本部まで報告してください。

　　　４．雨天により延期または中止の場合は、当日会場に掲示します。天候がはっきりし

　　　　　ない場合は、定刻までに会場においでください。電話による対応はいたしません。

　ホームページの試合速報ブログをご覧ください

　　　５．使用球は、ダンロップフォート（イエロー）とします。

　　　６．出場選手の変更および当日の申し込みは、一切認めません。

　　　７．持ち物は各自で保管してください。

　　　８．試合中の障害については、本人の承諾が得られた場合、応急処置をします。なお、

　　　　　スポーツ傷害保険に加入していません。

　　　９．熱中症、けが等で試合を中断するときは、初回のみ３分間認めます(MTO)が、以降は

　　　　　棄権とします。筋けいれんでは、(MTO）は取れません。

　　１０．出場選手は、開始時間１０分前までに受付を済ませて待機してください。

　　１１．試合開始の呼び出し後１０分以内にコートに集合しなかった場合は、棄権とみな

　　　　　します。

　　１２．最終ページの「ルール徹底のお願い」をよく読んでください。

　　１３．会場は駐車場が狭いので、できるだけ乗り合わせてご来場ください。

　　１４.本大会の上位入賞者は、来年度の町田市代表選手選考の対象になります。

　　１５.フェイスマスク着用は禁止です。(宗教上例外があります)

　　１６.参加者確認票を提出しない方は、試合には参加できません

　　　　　　　　　　　以　上

－　2 －



男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第1日目　10月10日（予備日10月17日） A～Dブロック 第２日目　10月17日
(予備日10月24日)

（時間は試合開始時間です） １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

シード順 ①上田　憲之（藤の台） ②田辺　泰基(スクランブル)
③梅澤　晃(庭球塾） ④神田　敬久(フリー)

ー3ー

9:00IN

9:00IN

9:00IN

10:00

9:00IN

9:00IN

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

9:00IN

9:00IN

9:00IN

9:00IN

bye

bye

19 中島　光一 （フリー）

(NTP)山下　寛史20

17 青柳　大和

15 平井　伸弥 (藤の台)

平林　大生16 (庭球塾)

bye

25

荒木　陽太

神田　敬久 （フリー）

23 住野　友則 （フリー）

24 (つくし野TC)

bye

21 高森　峻 (庭球塾)

22 （オレンジ）澤田　大

（フリー）

18 山下　徹 (南町田ITC)

（ノーマン･アッキーラ）

11 天廣　崇文 （HYFLKS）

12 伊藤　秀徳

bye

（フリー）

13 藤原　竹雄 (スクランブル)

14 若林　大介

（フリー）

6 白須　智 （金井TC）

bye

9 竹下　隆造 (南町田ITC)

10 勝間田　拓 （フリー）

3 鐘江　将輝 （フリー）

4 小林　達明 (庭球塾)

上田　憲之1 (藤の台)

bye

2 佐藤　剛 （フリー）

7 黒須　貫太 (つくし野TC)

8 小宮　睦且 (庭球塾)

5 天野　一輝



男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第2日　10月17日 E～Hブロック 第1日　10月10日（予備日10月17日）
(予備日10月24日)

4R ３R ２R １Ｒ

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

ー4ー

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

32

9:00IN

9:00

9:00

9:00

bye

46（HYFLKS）

（フリー）

柴田　崇仁

松村　佳 47

小林　将輔

江連　仁

（フリー） 45

(南町田ITC）宮田　豪 42

bye

田辺　泰基 (スクランブル） 50

(チームGAO） 48蒔田　洋平

芹川　憂樹 （フリー） 49

吉間　大樹 （フリー） 43

44（庭球塾）

（金井TC）山口　桂賜 40

41（オレンジ）湯澤　和也

（ノーマンアッキーラ）

39（フリー）大武　洸貴

bye

陶延　哲也 (ジュエ） 37

38（つくし野TC）山口　雄太

bye

林　庸介 （フリー） 36

35仲村　陽介

萱森　正樹 （藤の台）

bye

島村　武志 （フリー） 33

知念　義久 （庭球塾） 34

内田　大祐 （HYFLKS） 31

野﨑　雄大 28（フリー）

マキシムエルチャンスキー 29（つくし野TC）

bye

深井　宏之 (南町田ITC） 30

梅澤　晃 （庭球塾）

赤田　佑貴

bye

26

27（フリー）



45歳以上男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第1日目　10月 3日（予備日10月17日） A～Dブロック 第2日目　10月17日
(予備日10月24日)

（時間は試合開始時間です） １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

シード順 ①中村　直樹(フリー) ②中林　明彦(藤の台)
③栗又　猛(庭球塾) ④城所　正(チームGAO)

ー5ー

9:30

9:30

10:00

10:00

9:00

9:00

9:00

9:30

9:00IN

9:00IN

9:00IN

1 中村　直樹 （フリー）

bye

2 関　隆行 （フリー）

3 田邊　聡 （フリー）

松島　琢磨 （南町田ITC）

4 羽根　正喜 (チームGAO)

bye

bye

5 廣瀬　雄一郎 （フリー）

6

9 三野　聡也 （フリー）

10 小股　裕一 （フリー）

bye

11 田中　雅則 (HYFLKS)

12 和田　明広 （愛好会）

13 島村　武 (藤の台)

bye

bye

14 滝上　健一 （オレンジ）

15 江頭　一将 （フリー）

bye

bye

16 佐藤　順一 (HYFLKS)

bye

8 山崎　雄一 (チームGAO)

bye

bye

bye

7 吉田　亮一 (HYFLKS)

bye

19 城所　正 (チームGAO)

17 大関　喜久 （フリー）

18 浜　洋太 （フリー）



45歳以上男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第2日 10月17日 Ｅ～Ｈブロック 第1日　10月 3日（予備日10月17日）
(予備日10月24日)

4R ３R ２R １Ｒ

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

ー6ー

10:00

10:30

10:30

10:30

9：00IN

10:00

9:30

9:30

10:00

9：00IN

9：00IN

9：00IN

中林　明彦 （藤の台） 39

25

星野　健太郎 （フリー） 38

bye

小川　大志 （フリー） 36

鵜飼　敦也 (南町田ITC) 37

bye

bye

田中　潤 (チームGAO） 34

吉本　正夫 （HYFLKS） 35

bye

bye

伏見　恵介 （フリー） 32

石川　正樹 （フリー） 33

bye

冨山　友則 （One on One） 31

矢島　大介 （HYFLKS） 29

中村　幸司 （金井TC） 30

長谷川　賢史 （フリー） 28

bye

河内　潤 （フリー） 26

三平　宏海 （藤の台） 27

bye

bye

宮園　康司 (チームGAO） 24

斉藤　研也 （オレンジ）

bye

bye

谷口　正典 （フリー） 21

山内　邦彦 (南町田ITC) 22

栗又　猛 （庭球塾） 20

bye

井上　俊 (おれんじ薬局） 23



55歳以上男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第1日目　10月 3日（予備日10月17日） A～Dブロック 第2日目　10月17日
(予備日10月24日)

（時間は試合開始時間です） １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

シード順 ①渡辺　融(フリー) ②古市　卓(けやきTC)
③漆山　和弘(藤の台) ④五木田　忠之(南町田ITC)

ー7ー

10:00
bye

21 五木田　忠之 （南町田ITC）

19 服部　比登志 （金井TC）
9:00IN

20 鈴木　新吾 （フリー）

9:30
bye

18 浜田　浩一 (スクランブル)

17 小野内　章 （藤の台）

bye

9:00
bye

16 松浦　勝史 （王様クラブ）

15 村瀬　広一 （藤の台）

bye

10:00
13 平田　裕之 (テクニカ)

9:00IN
14 野村　泰穂 （けやきTC）

12 薮田　昌彦 （フリー）

bye

10:00
bye

11 松田　浩一 （One on One）

9 根岸　康 （亀の子山TC）
9:00IN

10 佐藤　司 (スクランブル)

10:00
7 市川　清和 （けやきTC）

9:00IN
8 藤原　光章 （藤の台）

6 加藤　直樹 (チームGAO)

bye

9:00
bye

5 山本　雅禎 （フリー）

4 佐藤　雅人 （藤の台）

bye

10:00
2 上西　栄一 （フリー）

9:00IN
3 長谷部　光二 （フリー）

1 渡辺　融 （フリー）

bye



55歳男子シングルス(成瀬クリーンセンター）

第２日 10月17日 Ｅ～Ｈブロック 第1日　10月 3日（予備日10月17日）
（予備日10月24日)

4R ３R ２R １Ｒ

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

ー8ー

10:30
bye

古市　卓 （けやきTC） 41

土井　憲雄 （OYD） 39
9:00

棚原　正博 （フリー） 40

10:00
bye

佐藤　和生 （藤の台） 38

川村　倫大 （南町田ITC） 37

bye

10:00
bye

吉田　幸男 （スクランブル） 36

白石博己 （緑が丘） 35

bye

10:00
青山　義昭 （フリー） 33

9:00
三浦　宏朗 （One on One） 34

千葉　一平 （金井TC） 32

bye

10:00
bye

齋藤　洋美 （藤の台） 31

松本　安司 （フリー） 29
9:00IN

石橋　善明 （愛好会） 30

9:30
bye

杉山　裕幸 （南町田ITC） 28

石井　良典 （王様クラブ） 27

bye

9:30
bye

太田　孝裕 （下川井テニスクラブ） 26

木村　登彦 （HYFLKS） 25

bye

10:00
下村　忠 (町田ローン) 23

9：00IN
山下　晴久 （フリー） 24

漆山　和弘 （藤の台） 22

bye



女子シングルス

第1日目　10月 3日（予備日10月17日）
第2日目　10月17日（予備日10月24日）
（時間は試合開始時間です） １Ｒ ２Ｒ SF F

3位

予備日10月24日

QF SF F

3位

ー9ー

→第2日目
(成瀬クリーンセンター） (成瀬クリーンセンター）

1 菅野　沙友李 （B２）

2 bye
11:00

3 川瀬　香緒利 （フリー）

第1日目←

10:00
4 内山　由紀 (チームGAO）

5 高田　麻由 （庭球塾）

6 尾崎　成美 （B２）

7 岡崎　美奈子 （フリー）

8 津田　雅恵 (チームGAO）

9 鈴木　順子 (フリー)

10 大庭　彩加 （B２）

11 宮園　由佳 (チームGAO）

12 松村　陽子 (スクランブル)

13 清水　美希 （庭球塾）

14 杉本　加代子 (町田市役所)

15 bye

55歳以上男子第2日目(10月17日：成瀬クリーンセンター)

16 中島　綾子 (亀の甲山TS）

シード順　　①菅野　沙友季(B2)　　②中島　綾子(亀の子山TC)

A

B

C

D

E

F

G

H

9:00

9:00

優勝

11:30

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

優勝



男子シングルス第2日（10月17日：成瀬クリーンセンター）
予備日　10月24日

QF SF F

予備日10月24日
QF SF F

ー10ー

E

D

A

B

C

A

B

C

45歳以上男子第2日目(10月17日：成瀬クリーンセンター)

優勝

3位

E

F

G

H

優勝

3位

F

G

H

D



ルール徹底のお願い

楽しくプレーをするために、次のことを守ってください。

１．　ルール一般

①　コーチング

試合中の選手に対して、コーチや観客からアドバイスを受けることは一切できません。

②　連続的プレーおよび休憩

休憩できるのはエンド交代時の９０秒間だけです。 それ以外のポイントと次のポイントの開始
時間は２０秒以内とされています。

③　その他

隣のコートにボールが入った場合、そのコートでプレーが進行中のときはそのコートに近づいた
り後方を通ったりしてはいけません。

２．セルフジャッジの仕方

①判定とコール

● 判定とコール（フォールト、アウトなど）は、瞬間的に大きな声と動作で行ってください。
ネットより自分の側に関する判定は、すべて自分の責任です。決して観客の助けを借りてはいけ
ません。

● 自分で判定できなかったときは、そのボールはグッドです。（レットにしてはいけません）
● 相手にその判定についてアドバイスを受けることはできますが、 その時は相手のアドバイスが

最終的な判定になります。

②カウントのコール

新しいポイント、新しいゲームが始まる前に、サーバーはレシーバーに聞こえるような大きな声
でカウントをコールしてください。

③フットフォールト

レシーバーから見て、 どう見ても相手がフットフォールトを犯していると判断したときは､コー
トレフェリーを呼んでください。

３．観客の方へお願い（特に友人、コーチの方へ）

①試合中の選手に対するアドバイスは、合図も含み一切行ってはいけません。

②試合の判定やスコアなどについて、口出しすることはできません。

③相手選手の心理をかく乱するような行為(大声､ジェスチャーなど)をしてはいけません。

⑤プレー中のコートに近づいたり、後方を通ってはいけません。

　　

本ルールは、日本テニス協会競技規則に準じています。

その他のルールについては、コートレフェリーに従ってください。

④応援は、 拍手以外禁止です。 なお相手選手のエラーに対して拍手喝采することは、
　　スポーツマンシップに反することです。
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