
● 期　日 平成２７年５月１７日(日)

● 予備日 平成２７年６月２１日(日)

● 会　場 市営コート

（詳細は日程表に記載）

主　催　　藤沢市テニス協会

後　援　　藤沢市教育委員会　藤沢市体育協会　藤沢市みらい創造財団

第３８回　藤沢市民テニス大会
＜ジュニアの部＞



第３８回藤沢市民テニス大会（2015年）　＜ジュニアの部＞

名称 辻堂南部公園テニスコート 名称 八部公園テニスコート

（略称：南部公園、南部、等）  （略称：八部公園、八部、等）

所在地 藤沢市辻堂西海岸３丁目 所在地 藤沢市鵠沼海岸６－１２－１

（辻堂浄化センター上部） （鵠沼運動公園内）

コート 砂入り人工芝コート５面 コート サーファム４面、ハード１面

サーフェス サーフェス 砂入り人工芝（サンドグラス）３面

交通 バス　辻堂駅南口より：辻堂西海岸行き　 交通 バス　藤沢駅北口より：鵠沼車庫行き

　「辻堂西海岸」下車徒歩0分 　運動公園前下車徒歩3分

バス　藤沢駅北口より：辻堂団地行き 電車　小田急江ノ島線

　「辻堂団地」下車徒歩5分 　鵠沼海岸駅下車徒歩10分

無料駐車場は利用できません。車でお越しの 駐車場あり（有料）

方は隣の県営駐車場（有料）を利用ください。

辻堂南部公園 八部公園

レフェリー

アシスタントレフェリー木全　寿一 平野　まり

顧　問

横井　信一

八尾　健史

会 場 の 案 内

荻原　聡 木全　寿一

林　晋也

山本　貴史

松嶋　正樹

平野　まり 指籏　博

八尾　健史藤澤　直広

田中　一彦鈴木　和子 千葉　智之

薬師寺　一彦 山田　哲治

吉田　元男

菊池　恵

大会副委員長 小池　健一

持丸　昌巳

委　員

大会委員長 齋藤　賢司

石井　幸雄 浦中　潮

野口　禎一特別顧問 内山　勝

藤井　忠  青木　明彦副会長 齋藤　賢司

名誉会長 藤田　佳也

広瀬　稔会長

大　会　役　員

終身名誉会長 岩淵　元

（順序不同）

1



第３８回藤沢市民テニス大会（2015年）　＜ジュニアの部＞

11:30　集合 12:30　集合 13:30　集合
予選に引き続き 予選に引き続き 予選に引き続き
本戦を行います。 決勝戦を行います。 決勝戦を行います。

注1：前日（5/16）が雨天の場合、会場を辻堂南部から八部ハードに変更して行います。

1. サインイン

出場者は各種目とも日程表にて時間を確認し、定刻までにプレーのできる準備をして、本部へサインイン（出席

の届け出）をしてください。サインインのない場合は棄権とみなします。また、サインイン後でも、試合コール時点

で不在の場合は棄権とみなします。

　・日程表に記載の時間はサインインの締め切り時間です。この時間までに届け出がない場合は棄権とみなします。

　・同一種目で１日に2度以上試合がある場合、再度サインインする必要はありません。ただし、試合コール時点に不在の

　　場合は失格となりますので注意してください。

　・両者ともサインインを済ませている対戦については、記載の時間より早く試合をコールする場合があります。

2. 雨天時の対応

雨天時の試合の有無について、電話での問い合わせはできません。協会ホームページ

(http://www.fujisawa-tennis.com/)の＜雨天延期情報＞を確認ください。延期情報がない場合は定刻までに

会場に参集し、コートレフリーの指示を仰いでください。

運営の都合上、開始時間及び日程等を変更することがあります。

3. 試合方式

試合はいずれも、セルフジャッジで行います。

デュースはいずれもノーアド方式とします。（セルフジャッジ,ノーアドについては5ページ下部を参照ください）

予選

４名によるラウンドロビン方式の場合： ６ゲーム先取、ノーアド

３名によるラウンドロビン方式の場合： ８ゲーム先取、ノーアド

本戦

トーナメント方式の場合（決勝のみの場合含む） ： １セットマッチ（６－６時７ポイントタイブレーク）

３名によるラウンドロビン方式の場合（予選後の本戦のとき） ： １セットマッチ（６－６時７ポイントタイブレーク）

３名によるラウンドロビン方式の場合（予選なしの本戦のとき）： ８ゲームプロセット（８－８時７ポイントタイブレーク）

４～５名によるラウンドロビン方式の場合（予選なしのとき） ：１セットマッチ（６－６時７ポイントタイブレーク）

・選手の棄権などの理由でブロックが２名になった場合は、原則ノーアド３セットマッチ（６－６タイブレーク、

　ファイナルセットは７ポイントタイブレーク決選方式）とします。

・選手の棄権などの理由で参加者が減った場合は予選ブロックどうしを統合する場合があります。

・運営の都合上、試合方式を変更して行うことがあります。

予備日

7月29日
（水）

辻堂南部

5月17日
（日）

予備日

会場：辻堂南部 注1 会場：辻堂南部 注1 会場：辻堂南部 注1 会場：辻堂南部 注1

9:15　集合

6月21日
（日）

八部ハード

注　意　事　項

大　会　日　程

男子14才以下
シングルス

男子16才以下
シングルス

男子18才以下
シングルス

女子14才以下
シングルス
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第３８回藤沢市民テニス大会（2015年）　＜ジュニアの部＞

4. 試合の順序

５名によるラウンドロビン方式の場合：　①1対2　②3対4　③1対5　④2対3　⑤4対5　⑥1対3　⑦2対4　⑧3対5

⑨1対4　⑩2対5

４名によるラウンドロビン方式の場合： ①1対2　②3対4　③1対3　④2対4　⑤1対4　⑥2対3

３名によるラウンドロビン方式の場合： ①1対2　②（①の敗者）対3　③（①の勝者）対3

 ・連続して試合がある場合でも、試合間の休憩はありません。

 ・同一ブロックの試合を２面同時進行で行う場合があります。

 ・運営の都合上、試合順序を変更して行うことがあります。

5. 順位の決定方法

ラウンドロビン方式の順位は以下の要素で決定します。

(1) 勝率の高い者

(2) ２名の勝率が同じ場合、直接対決の勝者

(3) ３名の勝率が同じ場合、取得ゲーム率が高い者　（取得ゲーム率＝取得ゲーム数÷全ゲーム数）

  ・２名の取得ゲーム率が同じ場合、直接対決の勝者

  ・３名の取得ゲーム率が同じ場合、コイントス等

6. 試合球

使用球はダンロップ スリクソンとし、本部より貸与します。

7. 結果の報告

試合終了後、勝者はボールと記録を本部へ返却し、次の試合の時間を確認してください。

8. 服装

服装はテニスウェアに限ります。

9. ウォーミングアップ

試合前のウォーミングアップはサービス４本以内とします。

10. エンドの交代

エンド交代時は給水、汗ふき程度で速やかに交代してください。（目安：30秒程度）

長い休憩を取っている場合は注意することがあります。

11. 試合の中断

ケイレン等の理由によって試合を中断することは認められません。

12. その他のルール

その他については、ＪＴＡルールを適用します。

13. ルール以外の注意事項

・ 試合中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードへの切り替えを徹底願います。また、各自のゴミは持ち帰るよ

う、協力願います。

・ 試合中の傷害・疾病・盗難については、主催者は責任を負えませんので、各自十分ご注意ください。

・ 表彰は、各種目とも第２位まで入賞メダルを贈ります。ただし、参加人数４名以下の種目については、第１位のみ

の表彰とします。

・ 試合結果及び表彰者の写真を下記ホームページに掲載いたします。不都合のある方は大会本部へ申し出て

ださい。 　　　藤沢市テニス協会ホームページ　http://www.fujisawa-tennis.com/

注　意　事　項　（続き）
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第３８回藤沢市民テニス大会（2015年）　＜ジュニアの部＞

DEF 勝又晃希（在住）、岡村 伶（神奈中ＩＴＳ）、石綿竜弥（フェニックス）

　（神奈中ＩＴＳ）

吉野 航平
　（ＥＳＳＣ）

（ 荏 原 Ｓ Ｓ Ｃ ）
三城

B. 村崎 太樹 （ Ｖ ａ ｌ ）
60

　（神奈中ＩＴＳ）

女子１４才以下シングルス　予選

06 47 16 0-3 4位1-1 2位
　（神奈中ＩＴＳ）

順位

1位

2位

3位

4
神志那 夏実

61 1-2
　（鵠沼平本ＧＣ） 　（フェニックス）

4
岩井 日向子

- 85 28

2-0 1位 3
加藤 穂乃実

06 463
渡辺 なつは

- 83 82

64 64 2-1
 （神奈中ＩＴＳ）  （神奈中ＩＴＳ）

58 0-2 3位 2
林部 未夢

06

60 60 3-0
結城 七菜

60 （荏原ＳＳＣ）  （鵠沼平本ＧＣ）

2
川合 風歌

- 38

- - 1

2 3 4 勝敗

1
平川 涼子

- - -

Aブロック 1 2 3 4 勝敗 順位 Bブロック 1

結城

B. 結城 七菜 （ 鵠 沼 平 本 Ｇ Ｃ ）
61

F

A. 渡辺 なつは （ 鵠 沼 平 本 Ｇ Ｃ ）

女子１４才以下シングルス本戦

男子１４才以下シングルス　予選

1 2-0
　（神奈中ＩＴＳ） 　（Ｖａｌ）
那須 光

勝敗

1
村崎 太樹

3
小林 啓太
　（神奈中ＩＴＳ）

18 38 0-2

男子１４才以下シングルス本戦

F

A. 三城 諒真

Aブロック 1 2 3 勝敗

2-0
三城 諒真
　（荏原ＳＳＣ）

順位 Bブロック 1 2 3

2

82 80

順位

3位 1位

2 81 80

3 83 08

1位

1-1 2位
小林 優太

0-2 3位28 68

1-1 2位08 86
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第３８回藤沢市民テニス大会（2015年）　＜ジュニアの部＞

DEF 佐藤 永理　（湘南工科大附）

＊　サービス、ストローク等を受ける方が、相手によく聞こえるようにフォールト、レット、アウトのコールをする。

＊　ポイント及びゲーム数のコールは、サービスサイドが相手によく聞こえるようにコールをする。

＊　コールは瞬間的にすること。アウトかインか不明の場合はインと判定する。

＊　フットフォールトは、自分で気をつけること。

＊　判定につきトラブルが生じた場合は、レフェリーに申告すること。

＊　各ゲームデュースになった場合、次の１ポイントでゲームの勝敗を決めます。

＊　サービス側はレシーバが指示するサイドでサーブをすること。

＊　そのポイントでレシーバは一度指示したサイドを変更できません。

1-3 4位　（ＥＳＳＣ）

60 3-1 2位
　（日大藤沢高）

5
白井 次郎

06 75 26 06

62 2-2 3位
　（藤嶺学園）

4
新井 航世

36 60 61

57 0-4 5位　（ＥＳＳＣ）

3
川村 育生

16 60 16

60 4-0 1位
　（日大藤沢高）

2
谷口 陽大

16 06 06

4 5 勝敗 順位

1
後藤 雅樹

61 61 63

5
北川 翔音
　（ＥＳＳＣ） 1-3 4位62 67 26 16

4-0 1位
　（薬師寺TC）

5

26

76(2)

62

2位　（在住）

61

　（ＥＳＳＣ）

4
畑澤 大樹

60 61 60

3
藤崎 知輝

60 06 06 2-2 3位

5位
　（神奈中ＩＴＳ）

2
大島 啓吾

60 60 16 3-1

3 4 勝敗

1
田中 智也

06 06 06 0-4

順位

男子１６才以下シングルス本戦

Aブロック 1 2

男子１８才以下シングルス本戦

Aブロック 1 2 3

―――――――――――　セルフジャッジについて　―――――――――――

―――――――――――　ノーアドバンテージ（ノーアド）について　―――――――――――
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男子14才以下単 男子16才以下単 男子18才以下単 男子18才以下複 女子14才以下単 女子16才以下単 女子18才以下単 女子18才以下複

第23回 大月 優志 捧・望月

平成12年 （ＥＳＳＣ） （藤沢翔陵・ESSC）

第24回 大月 優志 岩田　匡代 岩田・宮崎

平成13年 （湘南高校） （湘南学園）  （湘南学園）

第25回 塩田 啓介

平成14年 （伊沢）

第26回 大貫 純 横川 友香

平成15年 （ＥＳＳＣ） （鵠沼中学）

第27回 山川 竜真 國近 翔吾

平成16年 （フリー） （湘南台高校）

第28回 進藤 彰人 石井 秀明　 阿曽 浩幸　　 北川 梨央　 野崎 あかり　

平成17年 （在住） （荏原ＳＳＣ） （湘南台高校） （荏原ＳＳＣ） （湘南白百合学園中）

第29回 清水 一輝 滝沢 日向 藤井 陽 山口 万侑花 大和 亜紀 山口 桃子

平成18年 （ＩＨＳＭイザワ） （荏原ＳＳＣ） （大清水高校） （ＩＨＳＭイザワ） （湘南台高校） （ケニカスポーツ）

第30回 井上 哲平 高橋 徳之助 滝沢 日向 鈴木 亜美 八重樫 みなみ

平成19年 （在住） （荏原ＳＳＣ） （荏原ＳＳＣ） （荏原ＳＳＣ） （ＥＳＳＣ）

第31回 ライリー海瑠 佐藤 湧佳 青木 祐介 柳澤 祥瑚 本多 沙弥香

平成20年 （荏原ＳＳＣ） （ＩＨＳＭイザワ） （湘南台高校） （在校） （大清水高校）

第32回 杉山 淳史 柴本 遼平 上村 功樹 柳澤 祥瑚 金子 桃

平成21年 （藤原ＴＡ） （鵠沼ＴＣ） （在住） （在校） （ＩＨＳＭイザワ）

第33回 上田 翔太 三好 佑弥 佐藤 寛将 元岡 瑠梨 青木 ひかる

平成22年 （ＩＨＳＭイザワ） （ＩＨＳＭイザワ） （湘南台高校） （ＩＨＳＭイザワ） （湘南学園高）

第34回 桐山 優也 畑澤 大空 葛西 勇 佐藤 芽維 中村 千夏

平成23年 （ミズノＴＰ） （在住） （湘南台高校） （鵠沼ＴＣ） （ＪＡＭ）

第35回 平川 大悟 矢野 晃 畑澤 大空 青木　こころ 木村 有希

平成24年 （荏原ＳＳＣ） （ＦＣＴ） （在住） （湘南学園中） （聖園女学院）

第36回 平川 大悟 横山 光伯 清水 優真 平川 涼子
平成25年 （荏原ＳＳＣ） （日大藤沢高） （フェニックス） （荏原ＳＳＣ）
第37回 山田 光彦 清水 優真 大川 美佐
平成26年 （フェニックス） （フェニックス） （フェニックス）
第38回 三城 諒真 畑澤 大樹 後藤 雅樹 結城 七菜
平成27年 （荏原ＳＳＣ） （薬師寺ＴＣ） （日大藤沢高） （鵠沼平本ＧＣ）

藤沢市民テニス大会　＜ジュニアの部＞　歴代優勝者　一覧


