
　

５月　２日（日）　学生男子／女子

５月　９日（日）　ジュニア／ベテラン

５月１６日（日）　親子／一般

５月２３日（日）　予備日

※日程は、天候等により変更する場合があります

城沼テニスコート

館林市体育協会

館林市・館林市教育委員会

館林市テニス協会

担当　柳　：０９０－４２０２－６０９３

２０２１年度

館林市春季テニス大会

日　　程

会　　場

主　　催

後　　援

主　　管

問合せ先



日程 ５月２日（日） ５月９日（日） ５月１６日（日） ５月２３日（日）

種目 ・学生男子シングルス ・ジュニアシングルス ・親子ダブルス 予備日

・女子シングルス    オープンの部 ・一般男子シングルス

   ステップアップの部

・ベテランシングルス

8:30

9:00 男子全員 Jrオープン全員 親子ダブルス全員

9:30

10:00

10:30 女子全員

11:00 Jrステップアップ全員 男子１Ｒ　１～４５

11:30

12:00 男子２R　1～４５

13:00 ベテラン全員

※　雨天等により、日程や試合方法を変更する場合があります

※　本戦の初戦敗退者は、コンソレーションを行います

【大　会　日　程】



大会注意事項

1. 受　　　付 選手は試合開始１５分前までに、プレーができる服装になって本部に出席を届けて下さい。

●大会当日の朝、必ず検温して来て下さい。

●受付にて、市に提出用のチェックシートに必要事項の記入をお願いします。

2. 試合方法 学生・一般は、６ゲームマッチ（６オール７Ｐタイブレーク）

女子・ベテランは、予選は先取、順位別はマッチ（ゲーム数はドロー表参照）

Ｊｒステップアップ・オープンは、６ゲーム先取

コンソレは、４ゲーム先取

※すべてのゲームをノーアドバンテージスコアリング方式で行います。

※第１ゲーム終了後、休憩を取らずにチェンジコートのみを行って下さい。

3. ウォームアップ 本戦は、サービス練習４本のみとします。（各サイド２本）

コンソレは、サービス練習無しとします。

4. 審　　　判 セルフジャッジで行って下さい。セルフジャッジの時は、選手以外コートに入れません。

※ただし、ジュニアのJrステップアップについては、大人が審判に入ることを可とします。

セルフジャッジの方法は、アウト・フォルトの時、相手にわかるように片手をあげて、

大きな声でコールする。ポイントおよびゲームカウントは、サーバーがコールを必ず行って下さい。

選手間で解決出来ない問題が生じたら、直ちに大会本部に連絡して下さい。

5. 服　　　装 テニスの出来る格好（原則は、テニスウェアー）

6. 試合結果 勝者は休むのを後にして、すぐに結果を本部に届けて下さい。

●試合終了後、選手は本部に常備してある消毒液で手の消毒を行って下さい。

7. 試合球 ダンロップフォートイエロー　※Jrステップアップ・親子ダブルスはグリーンボール

8. コートマナー ①規則正しく礼儀良く。試合中はどんなアドバイスも受けてはなりません。

②食事等により長時間コートを離れる時、必ず時間を確認して下さい。

③携帯電話等の電源は切って下さい。

9. 試合規定 「ＪＴＡテニスルールブック２０２１」によります。

コートチェンジの際の休憩時間は６０秒以内です。厳守のこと。

10. その他 ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

５原則

① 判定が難しい場合は『グッド』（相手に有利に）！

② 『アウト』または『フォールト』はボールとラインの間に、はっきりと空間が見えたとき！

③ サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンス！

④ ジャッジコールは、相手に聞こえる声と、相手に見えるハンドシグナルを使って速やかに！

⑤ コートの外の人は、セルフジャッジへの口出しはしない！

　　　セルフジャッジ５原則　  　　　　***お守り下さい***



館林市春季市民大会
2021/05/02  城沼テニスコート

学生男子シングルス

22

五十嵐 威 (館高)

20

岡田 拓士 (尾島Jr)21

福田 遥琉 (明和TC)

岩瀬 有輝 (館高)

18

(ウィル)

13

(館林Jr)

12

玉川 瑛大

小倉 達弘 (ウィル)

17

野本 幸佑 (館高)

高橋 流星 (南中)

石井 優希 (尾島Jr)

生井 祐介 (館林Jr)

樋口 創也 (大泉ナベ)

金子 颯汰 (館林Jr)

塩澤 竜馬 (MAT)

板橋 尚幹 (館林１中)

8

木村 祐月 (尾島Jr)9

青沼 來央 (館林Jr)7

古内 夕翔 (ウィル)

1

2

佐藤 陽大 (館高)

3

4

関谷 虎次朗 (ウィル)

5

仙波 大芽 (MAT)

6

19

15

16

14

佐久間 知優 (館林１中)

10

11

鈴木 洸喜



館林市春季市民大会　女子シングルス 2021/05/02  城沼テニスコート

<予選リーグ>各リーグ：６ゲーム先取ノーアド　　　　　　 試合順：１vs２  １vs３  ２vs３

1 2 3 順位 1 2 3 順位

1 2 3 順位

<順位別リーグ>　６ゲームマッチノーアド

1 2 3 順位

1 2 3 順位

1 2 3 順位氏名（所属）

Ａ３位

Ｂ２位

Ｃ２位

氏名（所属）

Ａ２位

氏名（所属）

Ｂ１位

Ｃ１位

（館林Ｊｒ）

阿部 妃夏

（尾島Ｊｒ）

高橋 奏来

（ウィル）

（明和TC）

野村 奏心

Ａ Ｂ

中山 七海 高橋 優芽

Ｂ３位

Ｃ３位

Ａ１位

（館林Ｊｒ）

五味田 莉子

横堀 優

（ウィル）

大河原 花音 坂巻 希音

（明和TC） （尾島Ｊｒ）

Ｃ

（フリー）



館林市春季市民大会
2021/05/09  城沼テニスコート

ジュニア オープン

新島 一颯 (リバー)

28

21

廣澤 尚行 (館林Jr)

22

24

(大泉ナベ)23

茂木 勇人 (ウィル)

五味田 莉未 (尾島Jr)29

27

20

小林 浬翔 (足利みなみ)

25

金子 大晟 (館林Jr)26

田沼 瑠音 (新橋)

田沼 翔琉 (新橋)

小熊 宏尚

矢島 玲奈 (明和Ｊｒ)

19 小林 瑠華 (大泉ナベ)

阿部 帆夏 (明和TC)

17

渡邉 真洋 (尾島Jr)

鈴木 勇喜 (館林Jr)

15

柿沼 大翔 (新橋)

萩本 幹礼 (大泉ナベ)

8

飯島 華愛 (一筆)

13

11

舟木 妃來 (明和Ｊｒ)

12

18

角張 夢丸 (大泉ナベ)

9

16

本田 大翔 (館林Jr)

丸橋 希喜 (明和Ｊｒ)

廣田 寧々 (リバー)14

矢島 心大朗 (尾島Jr)

10

川島 恭佑 (新橋)

7

1

小池 雄大 (新橋)

2

矢島 琉里 (明和Ｊｒ)

5

平田 希輝 (ウィル)

6

小林 祥太朗 (館林Jr)

3

増田 芭奈 (尾島Jr)

4



館林市春季市民大会
2021/05/09  城沼テニスコート

ジュニア　ステップアップ

28

渡邊 碧生 (尾島Jr)

26 岡島 佑太 (尾島Jr)

27

山川 奈々羽 (大泉Jr)

24 森 莉心 (尾島Jr)

25

飯島 新太 (一筆)

高井 杏梛

青沼 怜央 (館林Jr)

21

岩田 昊志郎 (尾島Jr)

大屋 毅虎 (ウィル)

新井 翼 (明和Jr)

17

濱谷 捺生 (大泉Jr)

18

川島 ひより (ウィル)

7

瀬川 笑美莉 (ウィル)

10

高瀬 倭子 (館林Jr)

11

金子 智也 (ウィル)

12

13

14

植木 美月 (尾島Jr)

15

川瀬 莉央奈 (尾島Jr)

濱谷 樹里 (大泉Jr)

8 江口 凛桜 (尾島Jr)

9

(MAT)

19

髙橋 凛矩 (ウィル)

20

22

23

尾島 百香 (尾島Jr)

仙波 昂大 (MAT)

16

茂木 稜也 (ウィル)

1

落合 星心 (尾島Jr)

2

多田 暖輝 (明和Jr)

3

高井 奏多 (MAT)

4

池田 彩香 (大泉Jr)

5

與川 雄介 (大泉ﾅﾍﾞ)

6



館林市春季市民大会　ベテランシングルス 2021/05/09  城沼テニスコート

参加者：14名抽選で予選リーグを決定します。抽選順⇒１枠（シード）⇒２枠（同所属）⇒３枠（左記以外）

砺波 哲也 （ＵＴ） 横田 善次 （水曜オープン） 熊倉 昌彦 （MAT）
松本 和久 （Mテニス） 根岸 弘康 （水曜オープン） 手塚 修 （館林ローン）
保田 寿 （ピーマン） 原 健一 （水曜オープン） 荒井 春実 （チーム・エアー）
関口 吉弘 （ジャスミン） 今成 正孝 （水曜オープン） 野沢 浩行 （長谷川香料）

（水曜オープン） 柴﨑 正樹 （市役所）

<予選リーグ>Ａ・Bリーグ：６ゲーム先取ノーアド　　　　　　 試合順：１vs２  ３vs４  １vs３  ２vs４  １vs４  ２vs３

C・Dリーグ：８ゲーム先取ノーアド　　 　　　　試合順：１vs２  １vs３  ２vs３

1 2 3 4 順位 1 2 3 4 順位

1 2 3 順位 1 2 3 順位

<順位別トーナメント>　６ゲームマッチノーアド

３枠

Ａ Ｂ

原　弘

Ｃ Ｄ

１枠 ２枠

Ａ１位

Ｂ１位

Ｃ１位

Ｄ１位

Ｂ４位

Ａ３位

Ｂ３位

Ｃ３位

Ｄ３位

Ａ２位

Ｂ２位

Ｃ２位

Ｄ２位

Ａ４位



館林市春季市民大会
2021/05/16  城沼テニスコート

親子ダブルス 　　※子供の名前を記載

17

18

19

20

12

13

14

15

16 高井 杏梛 (MAT)

海原 悠樹 (館林Jr)

1

2

3

阿部 帆夏 (明和TC)

4

5

6

7

8

9

10

11 二戸 陽依 (大泉Jr)

弦巻 陽太 (大泉Jr)

廣澤 尚行 (館林Jr)

小池 雄大 (新橋)

濱谷 樹里 (大泉Jr)

高井 奏多 (MAT)

萩本 幹礼 (大泉ナベ)

池田 彩香 (大泉Jr)

小林 祥太朗 (館林Jr)

本田 大翔 (館林Jr)

濱谷 捺生 (大泉Jr)

金子 智也 (ウィル)

海原 樹理 (館林Jr)

小林 浬翔 (足利みなみ)

柿沼 大翔 (新橋)

池田 壮真 (大泉Jr)

小林 瑠華 (大泉ナベ)



館林市春季市民大会
2021/5/16  城沼テニスコート

一般男子シングルス

1 岩瀬 一輝 (明和TC)

2 中村 公亮 (館ﾛｰﾝ)

5 神尾 直 (フリー)

6 栗原 光 (館高OB)

3 宇津木 崇志 (ﾁｰﾑ･ｴｱｰ)

4 家住 龍之介 (KITA)

9 吉田 慶次 (大泉ﾅﾍﾞ)

10 手塚 修 (館ﾛｰﾝ)

7 原 健一 (水曜ｵｰﾌﾟﾝ)

8 神山 明 (ﾁｰﾑ･ｴｱｰ)

13 岡田 浩二 (正田醤油)

14 高田 怜 (館高OB)

11 松本 和久 (Ｍﾃﾆｽ)

12 海原 雅樹 (水曜ｵｰﾌﾟﾝ)

17 渡辺 祐之 (長谷川香料)

18 堀 央祐 (フリー)

15 和田 高明 (東洋水産)

16 松下 裕太 (明和TC)

21 原田 慎也 (明和TC)

22 本橋 良太 (正田醤油)

19 高橋 信裕 (市役所)

20 荒井 春実 (ﾁｰﾑ･ｴｱｰ)

25 原田 哲士 (ﾁｰﾑ･ｴｱｰ)

26 深堀 将司 (東洋水産)

23 原 弘 (水曜ｵｰﾌﾟﾝ)

24 山本 拓矢 (ﾔｼﾞｰｽﾞ)

29 菅野 尋文　　 (フリー)

30 堀口 勝利 (明和TC)

27 根岸 弘康 (水曜ｵｰﾌﾟﾝ)

28 手塚 基文 (館ﾛｰﾝ)

33 保田 寿 (ﾋﾟｰﾏﾝ)

34 中島 善男 (明和TC)

31 小松原 富茂次 (KITA)

32 山瀬 智久 (東洋水産)

37 岩崎 論 (館高OB)

38 横田 善次 (水曜ｵｰﾌﾟﾝ)

35 板橋 尚史 (正田醤油)

36 栗原 兼六 (ﾁｰﾑ･ｴｱｰ)

41 堀越 宏幸 (市役所)

42 丹羽 孝明 (ＵＴ)

39 渡邊 広宣 (フリー)

40 今泉 健汰 (館高職員)

45 長谷川 修 (ｶｰﾌﾟ男子)

43 末松 伸康 (明和TC)

44 前原 孝雄 (ウィル)


