
第３１回全国実業団対抗テニストーナメント 北信越予選会 

兼 第２２回北信越実業団テニスリーグ戦大会 

 
－ 詳細連絡 － 

 

＜参加チーム＞ 

男子 ①セイコーエプソン（長野県）②石川県庁（石川県）③ＹＫＫ（富山県）④ＡＷ－Ｉ（福井県）⑤日本精機（新潟県） 

女子 予選参加チームがないため全国大会を辞退します。 

＜大会役員＞ 

トーナメントディレクター 戸田英利 携帯：080-5143-4925  e-mail toda_hide@ybb.ne.jp 自宅：0263-98-4925 

トーナメントレフリー 戸田ひとみ アシスタントレフリー 市川真吾 

＜日程＞ 

 ※前日(9/1)に会場で練習を行いたいチームは、各自ご手配ください。 

平成 29年 9月 2日 

 

 

 

 

 

平成 29年 9月 3日 

 

 

 

 

 

集合 ８：５０ 

 

公式練習 ９：００～９：３０ 

 

監督会議 ９：１０～９：２５ 

 

試合開始 ９：３５ 

公式練習 Ｓコート Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 

９：００～９：３０ セイコーエプソン 日本精機 ＹＫＫ 石川県庁 ＡＷ－ＩＴ・Ｃ 

９：３０～ ①セイコーエプソン × ⑤日本精機   ②石川県庁 × ④ＡＷ－Ｉ 

 

Ｓ１ Ｓ２ Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

 

Ｄ   

   

   

③ＹＫＫ × ⑤日本精機 

 

①セイコーエプソン × ④ＡＷ－Ｉ Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

 

Ｓ１ Ｓ２ 

   

 

Ｄ   ②石川県庁 × ③ＹＫＫ 

   

Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

 

集合 ８：５０ 

 

公式練習 ９：００～９：３０ 

 

監督会議 (必要がなければおこないません) 

 

試合開始 ９：３５ 

公式練習 Ｓコート Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 

９：００～９：３０ セイコーエプソン ＹＫＫ ＡＷ－ＩＴ・Ｃ 日本精機 石川県庁 

９：３０～ ①セイコーエプソン × ③ＹＫＫ ②石川県庁 × ⑤日本精機 

 

Ｓ１ Ｓ２ Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

 

Ｄ   

   

   

③ＹＫＫ × ④ＡＷ－ＩＴ・Ｃ 

 

①セイコーエプソン × ②石川県庁 Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

 

Ｓ１ Ｓ２ 

   

 

Ｄ   ④ＡＷ－ＩＴ・Ｃ × ⑤日本精機 

   

Ｄ Ｓ１ Ｓ２ 

mailto:toda_hide@ybb.ne.jp


＜連絡事項＞ 

1試合形式 ①ボール交換：１セット２ボール（但し、ファイナルタイブレークは除く） 

  ②１名のベンチコーチを認める。 

  ③セルフジャッジ、大会役員がロービングアンパイアを兼ねます。 

2試合進行 ①試合前に対戦オーダーを本部に提出し、試合前に対戦相手と交換すること。 

  ②番号の若いチームが本部までボールを取りに来ること。 

  ③スコアボードは番号の若いチームが上側とする。  

  ④試合終了後、勝利チームが速やかに本部まで、結果報告とボール返却を行うこと。  

3順位決定 順位決定については、以下の通りで決定する。  

①勝率 

  ②同勝率が２チームの場合：直接対決の勝者 

  ③同勝率が３チームの場合：得失ポイント率、得失セット率、得失ゲーム率の順で比較する 

  ④得失ゲーム率まで同じチームが２チームの場合：直接対決の結果 

           〝         ３チーム以上の場合：抽選とする 

4そ の 他 ①試合前のウォームアップは各試合５分以内、レスト３０分以内（時間厳守）。  

  ②けいれん等、体力消耗による試合中断は認めない。 

  ③試合中の怪我、傷害等においては一切責任を負わない。 

5選手の変更 ※大会初日の監督会議で１名に限り、変更及び追加を認める。 

  但し、登録順の変更は認めない。  

6天候による変更 全てのルールは雨天等やむを得ない状況下において変更することがある。  

7大会の諸注意 試合中、携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定するよう周知徹底すること。  

  ごみは所定の場所に捨てるか、各自で持ち帰り、モラルの向上に努めること。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 セイコーエプソン 長野県 

 部長 上條 清和  

監督 小林 雅之  

トレーナー   

マネージャー   

選手 No.1 岡崎 眞也  

選手 No.2 小林 雅之  

選手 No.3 村山 竜一  

選手 No.4 宮坂 満  

選手 No.5 上條 清和  

選手 No.6 鷲尾 裕一  

選手 No.7   

選手 No.8   

選手 No.9   

石川県庁 TC  石川県 

 

部長 辻 俊宏 

 監督 小野 隆利 

 トレーナー 山本 尚樹 

 マネージャー 小林 瑛 

 選手 No.1 中村 隆志 JOP1115位 

選手 No.2 西尾 将宏 

 選手 No.3 辻 俊宏 

 選手 No.4 米田 拓馬 

 選手 No.5 小野 隆利 

 選手 No.6 伊藤 俊次 

 選手 No.7 石丸 智也 

 選手 No.8 山岸 剛 

 選手 No.9 島田 貴幸 

 

ＹＫＫ  富山県 

 

部長 山海 武寿 

 監督 木村 健二 

 トレーナー 中村 高士 

 マネージャー 吉田 亮介 

 選手 No.1 滝川 恵介 県１０位 

選手 No.2 久々湊 峰也 県３６位 

選手 No.3 中村 高士 県８２位 

選手 No.4 横山 健太郎 県８５位 

選手 No.5 木村 健二 県１０９位 

選手 No.6 吉田 亮介 

 選手 No.7 村山 克哉 

 選手 No.8 吉田 陽 

 

日本精機株式会社 新潟県 

 

部長 長部 太紀 

 監督 小出 茂樹 

 トレーナー 久保 徹 

 マネージャー 久保 徹 

 選手 No.1 外川 徹郎 県 S:39 D:5 

選手 No.2 河合 満 県 S:81 D:131 

選手 No.3 鶴巻 桂司 県 S:94 D:131 

選手 No.4 安原 寛規 県 D:5 

選手 No.5 池野 充 県 D:71 

選手 No.6 長谷川 耕也 県 D:74 

選手 No.7 長部 太紀 

 選手 No.8 久保 徹 

 選手 No.9 船見 大輝  

ＡＷ－ＩＴ・Ｃ（アイシン・エィ・ダブリュ工業） 福井県 

 

部長 上山 賢一 

 監督 山下 勇樹 

 選手 No.1 青木 勇武 県 6位 

選手 No.2 山下 勇樹 県 12位 

選手 No.3 野﨑 俊介 県 37位 

選手 No.4 大塚 祐一郎 

 選手 No.5 三田村 亮実 

 選手 No.6 浅井 一貴 

 選手 No.7 久住 拓郎 

 選手 No.8 山田 大貴 

 


