
                                    　　　　

主 催 ： 茨城県テニス協会

主 管 ： 茨城県テニス協会　大会運営委員会

後 援 ： 茨城新聞社

協 賛 ： 株式会社　ダンロップスポーツマーケティング

開催期日： 令和２年　８月３０日（日）
令和２年　９月　５日（土）
令和２年　９月　６日（日）
令和２年　９月１２日（土）

予備日： 令和２年１０月１０日（土）

会 場 ： 笠松運動公園テニスコート

第６９回 茨城県テニス選手権シングルス大会



☆ドロー作成について
１．男子
（１）シードは、ＪＴＡランキング保持者を対象とし、ＪＴＡランキング順とした。

（２）ＪＴＡトーナメントプランナーを使用し、無作為抽選とした。（初戦の同一クラブ対戦、同一支部対戦は回避されない）

２．女子

（１）シードは、ＪＴＡ＋IBTAポイント順とした。

（２）ＪＴＡトーナメントプランナーは使用せず、無作為抽選とした。（但し、初戦の同一クラブ対戦、同一支部対戦は回避した）

☆シード順位（JTAランキング（2020年第14週付））
☆シード順位（JTAランキング（2020年第14週付）、女子IBTA:2020.2.2））

☆男子シード順位 ☆女子シード順位

順位 順位

1 佐藤　大心 （ ＮＦＳＣ ) 1 岩沢 ゆかり ( ＮＪＴＣ )

2 磯直樹 （ 日製日立会 ) 2 古川 鈴夏 （ 個人登録 )

3 佐藤大輔 （ Ｔ－ＣＲＥＷ ) 3 張替 勝美 （ Ｔ－１ )

4 鈴木勇児 （ Ｔ－ＣＲＥＷ ) 4 山本 章代 （ ＴＰ波崎 )

5 石川幸治 （ エーステニスアカデミー )         　   

6 梅田幹 （ 原子力機構サイクル研 )   　   

7 塚原新 （ ＪＡＣ )   　   

8 宇都宮　武志 （ 常陽銀行テニス部 )       

9 若井栄一 （ 原子力機構原科研 ) 　  

10 中野祐二 （ 日立ＡＭＳ佐和 )

11 佐藤 彰洋 （ キヤノン )

12 清水信一 （ 日立ＡＭＳ佐和 )

13 松本拓人 （ 常笑群団茨城支部 )

☆LLについて（男女共LL該当者無し）

一　般　女　子一　般　男　子
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1 ＮＦＳＣ 佐藤 大心 [1]  Ａ
  佐藤　 大心 [1] 116

2  Bye   Ｂ 優勝
  56  118

3 日製日立会 長山 智哉   Ｃ
 1   117

4 ＭＹＵ－７ 土子 達也   Ｄ
   88  

5 個人登録 福田 圭佑   

 2   

6 鹿嶋クラブ 武藤 英一   

  57  

7 スウィングTC 福田 恒雄   

 3   

8 ＮＪＴＣ 中内 大貴   

   104  

9 守谷ＴＣ 村山 雄亮   

 4   

10 日立ＡＭＳ佐和 大杉 幹雄   

  58  

11 日製日立会 金井 貴史   

 5   

12 個人登録 小川 隆   

   89  

13 常陽銀行テニス部 橋本 光明   

 6   

14 見川フリー 石井 進   

  59  

15 原子力機構サイクル研 仲吉 彬   

 7   

16 ネットイン 会沢 正博   

   112  A

17 原子力機構原科研 若井 栄一 [9]   

  若井 栄一 [9]  

18  Bye   

  60  

19 日製日立会 寺川 武士   

 8   

20 キヤノン 山角 法雄   

   90  

21 ＲＩ 大村 裕二   

 9   

22 スウィングTC 加藤 大裕   

  61  

23 ＭＹＵ－７ 大野 勇太郎   

 10   

24 産総研 近藤 余範   

   105  

25 日立ＡＭＳ佐和 湯越 智大   

 11    

26 個人登録 石島 大輔   

  62  

27 見川フリー 鈴木 英哉   

 12   

28 原子力機構サイクル研 河野 恭彦   

   91  

29 日立ＡＭＳ佐和 坂倉 浩介   

 13   

30 ルネサンス水戸 穐山 延将   

  63  

31  Bye   

  塚原 新 [7]  

32 ＪＡＣ 塚原 新 [7]  
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33 Ｔ－ＣＲＥＷ 鈴木 勇児 [4]   

  鈴木 勇児 [4]

34  Bye   

  64  

35 ＮＩＭＳテニスクラブ 黒田 聖治   

 14   

36 ＴＰ波崎 高安 一成   

   92  

37 北茨城市テニス協会 柴田 隆志   

 15   

38 松代倶楽部 成田 修   

  65  

39 テニス開発室 杉本 浩一   

 16   

40 ひたちなか市勝田テニスクラブ 宮本 拓也   

   106  

41 日本製鉄（株）東日本製鉄所 北坂 亨   

 17   

42 見川フリー 原田 李樹   

  66  

43 ＮＩＭＳテニスクラブ 藤田 大介   

 18   

44 水戸グリーンテニスクラブ 長瀬 修   

   93  

45 日立ＡＭＳ佐和 横山 誠   

 19   

46 日立ＨＴ 宍戸 能明   

  67  

47 テニス開発室 川村 健一   

 20   

48 常笑群団茨城支部 松本 拓人 [13]   

   113  B

49 日立ＡＭＳ佐和 中野 祐二 [10]   

 21   

50 個人登録 深沢 直人   

  68  

51 ＴＰ波崎 高塚 優   

 22   

52 日立ＡＭＳ佐和 上村 直樹   

   94  

53 守谷ＴＣ 岡野 翔吾   

 23   

54 ＢＫＳ－Ｔ 寺山 彬叡   

  69  

55 ラムレーズン 兼子 祐司   

 24   

56 原子力機構大洗 庄司 喜文   

   107  

57 守谷ＴＣ 荻原 隆行   

 25   

58 Ｔ－１ 黒江 真行   

  70  

59 個人登録 梅原 祐人   

 26   

60 ＭＹＵ－７ 郡司 拓也   

   95  

61 産総研 竹下 俊弘   

 27   

62 ＣＳＪ 下司 雄大   

  71  

63  Bye   

  梅田 幹 [6]  

64 原子力機構サイクル研 梅田 幹 [6]  
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65 常陽銀行テニス部 宇都宮 武志 [8]  

  宇都宮　 武志 [8]

66  Bye   

  72  

67 個人登録 浅野 誠   

 28   

68 個人登録 樋口 武史   

   96  

69 日製日立会 今井 健嗣   

 29   

70 スウィングTC 伊藤 大輔   

  73  

71 原子力機構大洗 郡司 力   

 30   

72 Ｔ－１ 木田 光二   

   108  

73 日立化成㈱山崎事業所 名越 俊昌   

 31   

74 国土地理院 植田 勲   

  74  

75 ＢＫＳ－Ｔ 寺山 勝則   

 32   

76 Ｔ－ＣＲＥＷ 笹沼 太幸   

   97  

77 ＨｉＩＣＳ 宍戸 弘克   

 33   

78 エーステニスアカデミー 穐山 秀延   

  75  

79 ＮＪＴＣ 岩崎 歩   

 34   

80 日立ＡＭＳ佐和 清水 信一 [12]   

   114  C

81 ＲＩ 加藤 義隆   

 35   

82 キヤノン 三浦 秀介   

  76  

83 個人登録 鈴木 雅人   

 36   

84 原子力機構大洗 米川 実   

   98  

85 原子力機構サイクル研 柳橋 太   

 37   

86 スウィングTC 青野 亮彦   

  77  

87 日製日立会 渡邊 俊介   

 38   

88 大洗ビーチＴＣ 黒沢 聡   

   109  

89 キヤノン 植田 侑吾   

 39   

90 ＮＪＴＣ 本橋 勇樹   

  78  

91 Ｔ－１ 鴻巣 敦宏   

 40   

92 テニス開発室 荒井 貴明   

   99  

93 見川フリー 磯中 悠太   

 41   

94 原子力機構原科研 永井 勲   

  79  

95  Bye   

  佐藤 大輔 [3]  

96 Ｔ－ＣＲＥＷ 佐藤 大輔 [3]  
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97 エーステニスアカデミー 石川 幸治 [5]  

  石川 幸治 [5]

98  Bye   

  80  

99 Ｔ－ＣＲＥＷ 菊池 忍   

 42   

100 ＡＣＢ 谷田部 弘之   

   100  

101 スパークリング 岸 洋平   

 43   

102 日立大みか 大貫 永智   

  81  

103 松代倶楽部 斉藤 靖英   

 44   

104 Ｔ－１ 遠藤 悠馬   

   110  

105 ラムレーズン 篠崎 舜   

 45   

106 Ｔ－ＣＲＥＷ 佐藤 良和   

  82  

107 真壁テニスクラブ 大里 秀和   

 46   

108 日製日立会 松下 卓也   

   101  

109 水戸グリーンテニスクラブ 田中 隆弘   

 47   

110 常笑群団茨城支部 山本 博史   

  83  

111 ＮＩＭＳテニスクラブ Sepehri Amin   

 48   

112 キヤノン 佐藤 彰洋 [11]   

   115  D

113 Ｔ－ＣＲＥＷ 内田 征宏   

 49   

114 日立ＨＴ 高山 洋行   

  84  

115 原子力機構原科研 八木 敏夫   

 50   

116 ＪＡＣ 横山 悟   

   102  

117 ＮＦＳＣ 佐藤 匡広   

 51   

118 産総研 小林 健   

  85  

119 ＭＹＵ－７ 夏井 皓平   

 52   

120 見川フリー 川島 功   

   111  

121 産総研 花井 亮   

 53   

122 原子力機構サイクル研 菅谷 篤志   

  86  

123 スウィングTC 中山 章   

 54   

124 ＮＩＭＳテニスクラブ 関根 久   

   103  

125 常笑群団茨城支部 松本 和久   

 55   

126 日立大みか 増田 成人   

  87  

127  Bye   

  磯 直樹 [2]  

128 日製日立会 磯 直樹 [2]  
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1 ＮＪＴＣ 岩沢ゆかり [1]  

 201  

2 北茨城市テニス協会 内田 知美   

 209  

3 ＲＩ 青木 有佳   

 202   

4 KCJTA 瓜生 瑞歩   

  213  

5 ＴＰ波崎 山本 章代 [4]   

 203   

6 水戸グリーンTC 渡辺 洋美   

 210  

7 テニス開発室 袖山 晴奈   

 204   

8 日製日立会 大西 由里子   

  215  

9 日立佐和 佐藤 和枝   

 205   

10 ＡｓｃｈＴＡ 小原 萌夢   

 211  

11 フソウＴＣ 荻原 幸子   

 206   

12 Ｔ－１ 張替 勝美 [3]   

  214  

13 ＴＰ波崎 塩冶 知子   

 207   

14 ウィッシュボーンＴＡ 小神野 優香   

 212  

15 北茨城市テニス協会 星 沙織   

 208   

16 個人登録 古川 鈴夏[2]   



1 ．公 式 掲 示 板

2 ．選 手 受 付 出場選手は、各選手の当該試合№（選手№ではない）の登録時刻までに受付を済ませて下さい。

代理人による受付は認めません。（受付のない場合、失格になります。）

3 ．開 会 式

閉 会 式 大会第４日目決勝終了後、閉会式を行います。（優勝・準優勝・第３位は、閉会式に出ること。）

4 ．選 手 登 録 時 刻 大会１日目

（ 試 合 No. ） （男子 １回戦） 試合№　１～１９迄の選手 ：　　８：５０

試合№２０～３３迄の選手 ：　　９：５０

試合№３４～４７迄の選手 ：　１１：１５

試合№４８～５５迄の選手 ：　１２：１５

大会２日目

（男子 ２回戦～３回戦） 試合№５６～７１迄の選手 ：　　８：５０

試合№７２～８７迄の選手 ：　　９：５０

（女子 1回戦） 試合№２０1～２０8迄の選手 ：　１１：１５

大会３日目

（男子 ４回戦～QF） 全選手 ：　　８：５０

（女子 QF） 全選手 ：　　９：５０

大会４日目

（男子 ＳＦ､Ｆ） 全選手 ：　　８：５０

（女子 ＳＦ､Ｆ） 全選手 ：　　８：５０

5 ．試 合 開 始 案 内 試合開始の案内は、原則としてコールしません。掲示板の「待機」欄に名前が張り出され

たら、ドロー番号の小さい選手がボールを取りに来て下さい。「試合中」欄に名前が張り出さ

れてから15分を越えた場合は、失格となります。

6 ．審 判 準決勝、決勝戦は、ソロチェアアンパイア（ＳＣＵ）方式を採用する予定です。

本大会では、「ポイントペナルティ制度」を適用します。

7 ．試 合 方 法 ①男子、女子共に全ての試合を3セットマッチ（6-6タイブレーク）ノーアド方式とします。
　
②スコアボードを使用しますので、エンドチェンジ時にゲームカウントを表示して下さい。

   ドロー番号の小さい方の選手のゲーム数が、上側に入ります。

8 ．ウォームアップ ３分以内とします。その他ルール詳細は、ＪＴＡテニスルールブック２０２０による。

　　但し、女子のロングタイツは着用可とし、ロゴは適用する。

　　（筋ケイレンの処置でメディカルタイムアウトは与えられない。）

9 ．休 憩 連続して試合を行なう場合には、試合終了後30分以内の休憩を取ることが出来ます。

但し、準決勝、決勝戦の間は、当日の状況により決定する。

10 ．応 急 処 置 傷害等の可能な応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません。

但し、大会出場選手にはスポーツ傷害保険を掛けております。

11 ．試 合 球 ダンロップフォート・イエローを使用します。「2球使用、各セット毎にチェンジ」

セットボールは敗者が（２球）持ち帰って下さい。それ以外のセットボールは返却願います。

12 ．雨 天 時 小雨決行としますので、雨天時でも大会会場に来場の上、ご確認ください。

電話による実施有無の回答は行いません。（但し、天変地異等による試合決行有無について

は、各支部へ大会運営委員会が連絡しますので、出場選手は自分の支部へ大会有無の確認

を行なって下さい。）

※悪天候時には、試合当日の午前７時までに順延を決定し、県協会ＨＰに掲載しますので、

ご確認いただくようお願いいたします。

　　　試合不可の場合は、以下の通りとします。

　　　　・第1日目（８/３０）試合不可の場合は、第２日目（９/５）に行う。以降、順延とする。

　　　　・予備日に試合不可の場合は、順延とし、日程については大会運営委員会で決定する。

13 ．事 前 承 認 試合中、飲食等の補給のために第３者の協力を仰ぐ場合は、必ず事前に

レフェリーの承認を得て下さい。

14 ．環 境 美 化 会場での空き缶、紙屑等は各自持ち帰るなどして、会場を汚さないようにご協力下さい。

特に、タバコの投げ捨ては厳禁です。

15 ．問 合 せ 先：大会受付　Email：taikai@ibta-tennis.jp  　 TEL：080-3483-0082（ディレクター）

大　会　注　意　事　項

選手への連絡事項は、全て大会本部が用意した公式掲示板にて行いますので、

必ずご確認下さい。大会期間中の朝の練習は、８時３０分から8時50分までです。使用可能

コートは、本部前に掲示します。

開会式は行いません。
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