
開 催 日 ２０２３年５月２１日（日）　　男子　・　女子　シングルス

会　　場 上谷総合公園テニスコート

主　　催

第 ４ ４ 回 鴻 巣 市 硬 式 テ ニ ス

協　　会　　杯　 －シ ン グ ル ス－

鴻巣市硬式テニス協会



1 会　　場 上谷総合公園テニスコート（オムニコート１０面）

2 期　　日 ５月２１日（日）　　　　　　予備日　５月２８日（日）

受付締切　　：　男子締切　８：３０　・　女子締切　１０：３０

大会諸注意　：　男子　　　８：３０　～　・　女子　１０：３０　～　

試合開始　　：　男子、女子とも大会諸注意終了次第開始

3 試　　合 本　　戦　－　１セットマッチ　ノー・アドバンテージ（６ゲームオールタイブレーク方式）

コンソレ　－　４ゲーム先取　ノーアドバンテージ

　*　参加者数や天候等によって、変更する場合もあります。

試合前の練習はサービス４本のみとします。

審判は、セルフジャッジとします。

　サービスの前にゲームカウント・スコアを相手にわかるようにはっきりとコールしてください。

　アウト・インのジャッジも相手にわかるようにはっきりとコールしてください。

　ルール上疑義が生じた場合は、運営委員に連絡してください。

4 そ の 他 ①　天候や進行の関係により、残り試合を予備日で行う場合があります。

②　受付時間に遅れた場合は、棄権とみなします。

　 　また、コート控え選手の呼出し（試合開始のコール）などに遅れた場合も、

　 　棄権と見なす場合があります。

　 　コートを離れる場合は、必ず本部に届け出てください。

③　その他試合上のルールについては、日本テニス協会のルールに準じ

　 　ます。下記については特にご注意ください。

☆　連続的プレーを原則とし、ポイント間の時間は２５秒以内で、

　　　エンド交代時は、９０秒以内とする。

　　　事故によるケガの場合は、１回限り３分間の治療時間を要することができる。

　　　自然的体力消耗による筋ケイレン等はケガと認められません。

5 新型ウイルス対応
①　試合に入る前は、毎回必ず手指消毒を実施してください。
②　試合待機中はできるだけソーシャルディスタンスにご配慮ください。
③　クラブハウスはトイレ・着替えの利用にとどめ、クラブハウス内にて待機を禁止します。
④　クラブハウス内での飲食は厳禁とします。
⑤　大会当日、体調が悪くなった場合は自ら申告し棄権してください。

２０２３年度　　第４４回鴻巣市硬式テニス協会杯
シングルス　ドロー



2023年　第44回協会杯　　男子シングルス１部　ドロー表

三位決定戦

シード順位　１．林 玄　２．斉藤 勝彦　３．野辺 淳平　４．福屋 賢

[1] 1 林 玄 ＫＳＴＣ

2 谷島 幸一 ＹＮＴＣ

5 北林 研一 カトレヤ

6 和久井 正典 ＦＴＣ

3 阪本 憲央 コンパス

4 江本 知希 フリー

9 竹内 澪央 エース

10 神野 琢也 ＫＳＴＣ

7 岩倉 一秀 ＪＵＴＣ

8 西野 航 コンパス

13 西原 祐二 ＫＴＣ

[4] 14 福屋 賢 ＫＳＴＣ

11 大岩 正夫 フリー

12 加藤 徹 ＫＧＴ

17 金子 卓生 エース

18 野尻 稜 カトレヤ

[3] 15 野辺 淳平 フリー

16 秋庭 雄一 ＫＴＣ

21 三好 貴大 Ｔ高橋

22 須藤 正行 コンパス

19 髙橋 真純 ＫＳＴＣ

20 高見 純 コンパス

松橋 努 ＫＳＴＣ

26 藤間 宏 カトレヤ

23 中村 祐也 ＪＵＴＣ

24 井ノ川 尚弘 ＹＮＴＣ

2023/5/21

（トーナメント） 氏　名　（所　属） （コンソレーション）

27 濱田 重彦 フリー

[2] 28 斉藤 勝彦 ＫＳＴＣ

25



2023年　第44回協会杯　　男子シングルス２部　ドロー表

三位決定戦

シード順位　１．加藤 順也　２．比嘉 貴光　３．有賀 磨　４．山崎 智

[1] 31 加藤 順也 ＫＧＴ

32 小栗 俊之 ＪＵＴＣ

35 滝沢 満 ＫＴＣ

36 原 弘介 Ｔ高橋

33

内田 晴喜 ＹＮＴＣ34

松宮 良和 ＹＮＴＣ

40 本永　哲 フリー

37 小田 誠 コンパス

38 谷崎 拓 ＹＮＴＣ

菊地 和弘 Ｔ高橋

46 野口 実 ＫＧＴ

[3] 43 有賀 磨 ＹＮＴＣ

44 清野 秀樹 ＪＵＴＣ

41 小林 健介 ＹＮＴＣ

[4] 42 山崎 智 エース

39

47 末光 利治 フリー

48 中澤 健治 ＹＮＴＣ

45 縣 宗彦 Ｔ高橋

Ｔ高橋

52 三井 大輔 エース

49 日向 修一 ＹＮＴＣ

50 磯田 忠夫 ＫＧＴ

2023/5/21

（トーナメント） 氏　名　（所　属） （コンソレーション）

53 竹田 彰久 ＫＳＴＣ

[2] 54 比嘉 貴光 ＹＮＴＣ

51 上田 健治



2023年　第44回協会杯　　男子ベテランシングルス　ドロー表

三位決定戦

シード順位　１．冨田 克実　２．杉田 年男

[1] 61 冨田 克実 ＪＵＴＣ

62 佐々木 裕彦 ＫＴＣ

[2] 68 杉田 年男 ＫＴＣ

65 平塚 一哉 フリー

66 河野 哲也 Ｔ高橋

氏　名　（所　属） （コンソレーション）（トーナメント）

2023/5/21

67 酒見 和平 フリー

63 梶山 隆男 フリー

64 岩崎 元紀 ＦＴＣ



2023年　第44回協会杯　　女子シングルス１部　ドロー表

氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 順位

① 71 福屋　真紀子 KSTC

72 下津　真梨絵 フリー

③ 73 鈴木　深雪 FTC

② 74 久保田　梓 YNTC

2023/5/21



2023年　第44回協会杯　　女子シングルス２部　ドロー表

シード順位　１．矢竹 百香里　２．瀧澤 博美　３．村石 志津子

氏　名　（所　属）

83 白石 ゆり江 ＹＮＴＣ

[1] 81 矢竹 百香里 ＹＮＴＣ

82 野澤 和代 ＹＮＴＣ

[2] 85 瀧澤 博美 Ｔ高橋

2023/5/21

[3] 84 村石 志津子 ＹＮＴＣ


