
　　　　　2019年度　第50回 鈴鹿テニス選手権(ダブルス）

主催 鈴鹿テニス協会

主管 鈴鹿工業高等専門学校

協賛 株式会社ダンロップスポーツ

特別協賛 AGF鈴鹿株式会社

ディレクター伊藤三雄 レフェリー 川出喜則
アシスタントレフェリー　　柴垣寛治

日程 平成31年4月20日（土）
平成31年4月21日（日）
予備日　令和元年5月4日（土）

会場 鈴鹿市営テニスコート　（砂入人工芝6面）

試合方法 1セットマッチトーナメント（6オール12ポイントタイブレーク）

試合に関する注意事項

組合せ表の上の位置のペアは本部で試合球を受け取って下さい

勝者は試合終了後に結果を本部まで報告して下さい

一般男子とOV45女子は3位決定戦を行います

本大会はテニスウエアを着用してください（Ｔシャツ不可）

集合時間
4月20日（土） 4月21日（日）

一般・男子 8：45 OV45・男子 8：45
一般・女子 8：45 OV45・女子 8：45

OV60・男子 9：30

一般男子および一般女子については，初日にFまで行う予定とします

表彰について
一般男子，OV45女子は，優勝・準優勝・第3位を表彰します

一般女子，OV45男子，OV60男子は優勝と準優勝を表彰します

表彰対象者は，表彰式と記念撮影を行います

コンソレーション
初戦敗退者のうち，希望者のみを対象に４ゲーム先取のコンソレーションを行います

希望者は試合終了後に本部にて受付を行ってください

勝ち抜き戦で行いますが，試合進行状況によっては決勝まで行えない場合もあります

試合球は敗者ボールをお使い下さい（本部からは支給しません）

雨天あるいはやむをえない理由で実施判断が必要な場合
実施判断は当日9時に会場にて行います

中止の場合には，会場・本部であらためて開催日・集合時間を周知します



  

男子一般

三好拓郎 (IOB) 坂﨑大晃 (箕田塾)

長岡俊樹 (IOB) 國舛直人 (ノーマーク)

堀田武志 (鈴鹿高専) 打田樹 (鈴鹿高専)

小川海都 (鈴鹿高専) 勝又郁斗 (鈴鹿高専)

原悠貴 (みさとテニスクラブ) 二宮涼 (鈴鹿高専)

加藤悠馬 (IOB) 上村駿介 (鈴鹿高専)

伊藤春樹 (キートス) 森下修惟 (鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ)

服部心勇 (SSG) 西林悠飛 (鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ)

森口佳祐 (鈴鹿高専) 長田和典 (IOB)

松野右京 (海星高校) 佐野一幸 (IOB)

貞光泰名 (鈴鹿庭球塾) 一見泰志 (ＣＬＡＰＳ)

藤田玄 (鈴鹿庭球塾) 石塚修 (ＣＬＡＰＳ)

山口真輝 (鈴鹿高専) 山崎善宏 (キートス)

諸岡隼 (鈴鹿高専) 山下幸郎 (キートス)

今村健 (ＣＬＡＰＳ) 堀稜太 (鈴鹿高専)

喜田貢平 (ＣＬＡＰＳ) 人見陸斗 (鈴鹿高専)

河戸拓磨 (鈴鹿高専) 橋本真太朗 (鈴鹿高専)

伊藤航矢 (鈴鹿高専) 石崎達也 (鈴鹿高専)

橋本拓弥 (鈴鹿高専) 堀内建吾 (IOB)

奥田雄斗 (鈴鹿高専) 吉川翔太 (IOB)

橋本大 (越後屋)

若林秀之 (越後屋)
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女子一般

大谷さゆり (鈴鹿庭球塾) 濱田夏帆 (鈴鹿高専)

フィリップス集 (越後屋) 水元優花 (鈴鹿高専)

斎藤優亜 (鈴鹿高専) 二宮里美 (鈴鹿ウィン)

守野日桜花 (鈴鹿高専) 杉野真由美 (キートス)

伊藤里佳 (キートス) 吉田晴美 (みさとテニスクラブ)

南中紫乃 (キートス) 伊藤真弓 (みさとテニスクラブ)

山下十和 (鈴鹿高専)

諸岡真衣 (鈴鹿高専)
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男子OV45

森川勝文 (鈴鹿庭球塾) 林恭史 (DREAM)

加藤仁 (鈴鹿庭球塾) 伊藤文隆 (DREAM)

森有人 (GOGOクラブ) 橋本大 (越後屋)

原田誠 (キートス) 新岡宏一 (ＣＬＡＰＳ)

川合智幸 (キートス) 大西洋満 (越後屋)

岡田旬史 (鈴鹿市役所硬式テニス部) 草水裕幸 (越後屋)

伊藤充輝 (IOB)

佐野一幸 (IOB)
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女子OV45

矢野江美 (ITO.TC) 籔内弥生 (鈴鹿庭球塾)

伊藤佐美子 (ITO.TC) 森本敦子 (みさとＴＣ)

鈴木みゆき (ロランインドア) 大井恵 (みさとTC)

鈴木綾子 (ロランインドア) 山中淳子 (キートス)

天野伸子 (みさとテニスクラブ) 徳力真由美 (みさとTC)

吉田純子 (みさとテニスクラブ) 加藤朋子 (みさとTC)

市川直子 (みさとＴＣ) 朝熊久美子 (コナミSC)

二本松礼子 (キートス) 中尾和代 (楠SC)

二宮里美 (鈴鹿ウィン) 寺田新子 (鈴鹿ウィン)

杉野真由美 (キートス) 和田裕子 (鈴鹿ウィン)

六谷知里 (鈴鹿ウィン) 吉田晴美 (みさとテニスクラブ)

古藤君香 (鈴鹿ウィン) 伊藤真弓 (みさとテニスクラブ)
6

3

4

7

8

5

1

2

11

12

9

10

男子OV60

山本勇夫 (チームスズカ) 若林俊之 (チーム・スズカ)

山根伸介 (キートス) 清水峯夫 (チーム・スズカ)

田中英博 (キートス) 水野幸広 (ホンダ鈴鹿)

伊藤三雄 (ITO.TC) 柴山泉 (ホンダ鈴鹿)
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