
1 主 催 北信越テニス協会

2 主 管 新潟県テニス協会

3 協 力 上越市テニス協会　　JLTF新潟県支部

4 協 賛 ㈱ダンロップスポーツ

5 期 日 平成２４年５月２６日（土）　　予備日２７日（日）

6 時 間 受付　午前８：３０より　　　練習コート８：３０より

試合開始　午前９：３０

7 会 場 上越市　総合運動公園テニスコート

上越市戸野目古新田375　（電話：025-526-7833 Fax兼用）

8 試 合 球 ダンロップフォート

9 チーム編成 ・一般男子・一般女子・ベテラン１部男子・ベテラン１部女子・ベテラン２部男子は

各２名以上３名以内

・監督・マネージャーは各１名　　計１２名以内

※監督、マネージャーは選手と兼ねることができる

10 参 加 資 格 ①居住地からの参加：当該市町に2012年（平成24年）4月1日以前から引き続き居住している者

②勤務地からの参加：当該市町に2012年（平成24年）4月1日以前から引き続き勤務している者

③選手の補充について：一市町においてチームを編成できない場合、当該県内から選手を補充

　することができる

④ベテラン１部・ベテラン２部について

　・ベテラン１部：満４５歳以上……1967年（昭和42年）12月31日以前に出生の男女とする

　・ベテラン２部：満５５歳以上……1957年（昭和32年）12月31日以前に出生の男子とする

⑤一般男子・女子の選手は『（国民体育大会）ふるさと選手制度』を利用して参加できるが、

　事前に「ふるさと選手登録」を当該県テニス協会に申請しておくこと

11 試 合 方 法 ①トーナメントによる３位決定戦方式で行う

第３６回　　平成２４年度

全日本都市対抗テニス大会　　北信越予選会大会結果

11 試 合 方 法 ①トーナメントによる３位決定戦方式で行う

②８ゲームプロセット、セミアドバンテージ方式で行う

③各対抗の試合順は下記により行う　試合順は都合により変更することもある

　１）一般女子複　２）一般男子複　３）ベテラン１部男子複　４）ベテラン１部女子複

　５）ベテラン２部男子複　６）一般女子単　７）一般男子単

　複種目はすべて行い、その後勝敗決定後の試合は打ち切る

④サスペンションポイント制度を導入する

12 申 込 方 法 参加申込は別紙申込書に必要事項を記入の上、メールまたはFAXで申し込んでください

申込締切日　平成２４年５月１６日（水）

申込先 〒940-1106　長岡市宮内4-6-36　石原法男気付

　　新潟県テニス協会

e-mail：nagaokashi-ta-ni@nct9.ne.jp FAX：0258-32-4507

13 参 加 料 １チーム　３０，５００円　（大会当日受付時に納入ください）

※ワンコイン制度の対象大会です（大会参加料30,000円＋ワンコイン制度金500円）

14 代表者会議 ５月２６日　午前９時より、大会本部において行う　（組み合わせ抽選も行う）

15 そ の 他 ①本要項は、天候等やむを得ない事情により変更することがあります

②本大会申込書に記載いただきました個人情報につきましては、本大会資料として使用

　させていただくほか、大会の記録として本協会のホームページ等に掲載し公開するこ

　とがあります　なお、その他の使用につきましては本人の同意を得ることなく第三者

　に提供いたしません

③主催者は、傷害補償責任等は一切負いません

④上位３チームは全国大会（７月２０日より東京都世田谷区）に参加できます

16 問 合 せ 先 〒940-1106　長岡市宮内4-6-36　石原法男気付

　　新潟県テニス協会　理事長　石原　法男

e-mail：nagaokashi-ta-ni@nct9.ne.jp 携帯電話　090-4536-0090



期日 平成24年5月26日（土）　受付　午前8：30～　　代表者会議　午前9：00　　試合開始　午前9：30

会場 新潟県上越市総合運動公園テニスコート　上越市戸野目古新田375　（電話：025-526-7833 Fax兼用）

レフェリー　石　原　法　男

No 都市名 県名 １R 準決勝 決勝

新潟市

５－０

新潟市

４－３ 新潟市

４－１

富山市

４－３

【3位決定戦】
No 都市名 県名 １R 3位決定

福井市

５－０

福井市

４－３

※上位３チームは全国大会に出場します。（７月２０日～２２日　東京都世田谷区）

大会成績

１位 新潟市
２位 富山市
３位 福井市

第36回全日本都市対抗テニス大会　北信越予選会

1

2

3

石川県

福井市 福井県

富山市 富山県

4

5

金沢市

金沢市 石川県

新潟市 新潟県

塩尻市 長野県

福井市 福井県

1

3

4

塩尻市 長野県



期日 平成24年5月26日（土）
会場 新潟県上越市総合運動公園テニスコート

２　新潟市 ④－３ ３　塩尻市 ４　福井市 ３－④ ５　富山市

植木・瀬川 ⑨－８（４） 牧野・坂上 ① 一般女子複 井上・菅村 ⑧－２ 佐伯・大間知

豊野・目黒 ２－⑧ 諱・西脇 ② 一般男子複 秋山・川崎 ５－⑧ 森口・前田

田村・加藤 ⑧－３ 伊藤・久保 ③ ベテラン1部男子複 川崎・三仙 ８－⑨（６） 高井・大石

笹川・品田 ⑨－７ 今井・横野 ④ ベテラン1部女子複 増永・垣内 ０－⑧ 山木・八ツ橋

伊藤・山田 ６－⑧ 小松・小林 ⑤ ベテラン2部男子複 大谷・森田 ８－⑨（５） 神田・伏喜

植木千尋 ⑧－５ 牧野菜摘 ⑥ 一般女子単 井上　愛 ⑧－１ 前田成良実

豊野拓也 １－⑧ 諱　五貴 ⑦ 一般男子単 川崎翔平 ⑧－５ 八ツ橋朋大

１　金沢市 ０－⑤ ２　新潟市 ２　新潟市 ④－１ ５　富山市

勝田・東條 ４－⑧ 植木・瀬川 ① 一般女子複 植木・瀬川 ⑧－１ 佐伯・大間知

加巳野・小林 ６－⑧ 豊野・目黒 ② 一般男子複 豊野・目黒 ⑧－４ 森口・前田

上野・森口 ２－⑧ 田村・加藤 ③ ベテラン1部男子複 田村・加藤 ⑧－２ 高井・大石

池村・平野 ４－⑧ 笹川・品田 ④ ベテラン1部女子複 笹川・品田 ⑧－５ 山木・八ツ橋

南・鶴越 ３－⑧ 伊藤・山田 ⑤ ベテラン2部男子複 伊藤・山田 ２－⑧ 神田・伏喜

打ち切り ⑥ 一般女子単 打ち切り

打ち切り ⑦ 一般男子単 目黒優貴 打ち切り 八ツ橋朋大

３　塩尻市 ３－④ ４　福井市 １　金沢市 ０－⑤ ４　福井市

牧野・坂上 ２－⑧ 井上・菅村 ① 一般女子複 勝田・東條 ４－⑧ 井上・菅村

諱・西脇 ⑧－６ 秋山・川崎 ② 一般男子複 加巳野・小林 ３－⑧ 秋山・川崎

小林・久保 ⑧－５ 川崎・三仙 ③ ベテラン1部男子複 上野・森口 ２－⑧ 川崎・三仙

今井・横野 ７－⑨ 増永・垣内 ④ ベテラン1部女子複 池村・平野 ５－⑧ 増永・垣内

小松・小林 ８－⑨（２） 大谷・森田 ⑤ ベテラン2部男子複 南・鶴越 ３－⑧ 大谷・森田

坂上　唯 １－⑧ 菅村恵里香 ⑥ 一般女子単 打ち切り

西脇一樹 ⑧－４ 川崎翔平 ⑦ 一般男子単 打ち切り

第36回全日本都市対抗テニス大会　北信越予選会

１回戦 準決勝

準決勝 決勝

大　会　結　果　記　録

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

3位決定戦　1回戦 3位決定戦　決勝



第36回全日本都市対抗テニス大会　北信越予選会　選手名簿

都市名

県名

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ ｶﾜｻｷ ﾏｻｼ ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

本田　均 小林　正則 古林　尚幸 川崎　雅司 神田　匡晴

ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ ｲｹﾑﾗ ｲﾂｺ ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ﾔﾂﾊｼ ｻﾁﾖ

横山　悟 池村　伊津子 秋山　竜一 八ツ橋　幸代

ﾄﾖﾉ ﾀｸﾔ ｲﾐﾅ ｲﾂｷ ｶﾐﾉ ｶｽﾞﾔ ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ﾓﾘｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

豊野　拓也 諱　　五貴 加巳野　一八 秋山　竜一 森口　新悟

ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｷ ﾆｼﾜｷ ｶｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾍｲ ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ

目黒　優貴 西脇　一樹 古林　尚幸 川崎　翔平　 前田　修吾

ﾔﾂﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ

八ツ橋　朋大

ｾｶﾞﾜ ｱｷ ﾏｷﾉ ﾅﾂﾐ ｶﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ ｲﾉｳｴ ｱｲ ｻｴｷ ｼｵﾘ

瀬川　亜樹 牧野　菜摘 勝田　晴香 井上　　愛 佐伯　志織

ｳｴｷ ﾁﾋﾛ ｻｶｶﾞﾐ ﾕｲ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘﾅ ｽｶﾞﾑﾗ ｴﾘｶ ｵｵﾏﾁ ｼﾎ

植木　千尋 坂上　　唯 東條　里奈 菅村　恵里香 大間知　志保

ﾏｴﾀﾞ ｾﾗﾐ

前田　成良実

ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｳｴﾉ ﾋﾛﾀﾂ ｶﾜｻｷ ﾏｻｼ ﾀｶｲ ﾏｻﾄｼ

田村　和明 小林　正則 上野　弘達 川崎　雅司 高井　誠俊

ｶﾄｳ ﾅｵｷ ｲﾄｳ ﾉﾘﾔｽ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ ｻﾝｾﾞﾝ ﾖｳｲﾁ ｵｵｲｼ ﾖｼﾉﾘ

加藤　直樹 伊藤　典安 森口　孝志 三仙　陽一 大石　吉規

ｸﾎﾞ ﾖｼﾄ

久保　吉人

ｻｻｶﾞﾜ ｽﾐｴ ｲﾏｲ ﾋﾛｺ ｲｹﾑﾗ ｲﾂｺ ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｶﾘ ﾔﾏｷ ﾖｳｺ

笹川　澄枝 今井　弘子 池村　伊津子 増永　由香里 山木　葉子

ｼﾅﾀﾞ ｹｲｺ ﾖｺﾉ ﾒｸﾞﾐ ﾋﾗﾉ ﾏｷ ｶｷｳﾁ ｷﾖﾐ ﾔﾂﾊｼ ｻﾁﾖ

品田　啓子 横野　めぐみ 平野　真貴 垣内　清美 八ツ橋　幸代

ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ ｺﾏﾂ ﾌｶｼ ﾐﾅﾐ ﾋﾃﾞｵ ｵｵﾀﾆ ﾉﾌﾞﾖｼ ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

伊藤　昌彦 小松　深志 南　　秀雄 大谷　伸義 神田　匡晴

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾏｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ ﾂﾙｺｼ ﾖｼﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｽｴﾋﾛ ﾌｼｷ ﾋﾛﾋｻ

山田　義正 小林　茂雄 鶴越　賢宏 森田　末廣 伏喜　裕久

富山市

新潟県 長野県 石川県 福井県 富山県

新潟市 塩尻市 金沢市 福井市

種別

補充選
手（○）、
ふるさと

選手
（ふ）

補充選
手（○）、
ふるさと

選手
（ふ）

補充選
手（○）、
ふるさと

選手
（ふ）

補充選
手（○）、
ふるさと

選手
（ふ）

○

ふ

マネー
ジャー

監督 ○

一般男子 ふ○

○

補充選
手（○）、
ふるさと

選手
（ふ）

○

ふ ふ

○ ふ ふ

ふ ○

ふ ○

○
ベテラン
１部男子

○ ○

一般女子

○ ○
ベテラン
１部女子

○

○

○

○
ベテラン
２部男子

○ ○

○ ○




