
 

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年    第第第第５３５３５３５３回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗テニステニステニステニス大会大会大会大会    静岡県静岡県静岡県静岡県予選大会予選大会予選大会予選大会    

                        《《《《ビジネスパルビジネスパルビジネスパルビジネスパル・・・・テニステニステニステニス》》》》監督会議監督会議監督会議監督会議    注意事項注意事項注意事項注意事項    

                                                                                    ２０１４２０１４２０１４２０１４．．．．４４４４．．．．２０２０２０２０ 

 

＊＊＊＊試合試合試合試合はははは９９９９:００００００００開始開始開始開始。。。。試合前試合前試合前試合前のののの練習練習練習練習はははは５５５５分間分間分間分間。。。。 

＊＊＊＊エントリーエントリーエントリーエントリー代代代代：：：：10,000 円円円円。。。。 

＊＊＊＊ドロードロードロードローNo    ②②②②、、、、③③③③、、、、④④④④、、、、⑤⑤⑤⑤、、、、⑥⑥⑥⑥、、、、についてについてについてについて監督会議監督会議監督会議監督会議にてにてにてにて抽選抽選抽選抽選。。。。 

＊＊＊＊三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦をををを行行行行いいいい三位三位三位三位になったになったになったになったチームチームチームチームがががが、、、、決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦でででで敗敗敗敗れてれてれてれて二位二位二位二位にににに

なったなったなったなったチームチームチームチームとととと、、、、直接対戦直接対戦直接対戦直接対戦していなかったしていなかったしていなかったしていなかった場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの 2 チームチームチームチーム

でででで二位決定戦二位決定戦二位決定戦二位決定戦をををを行行行行いますいますいますいます。（。（。（。（一位一位一位一位、、、、二位二位二位二位ののののチームチームチームチームがががが東海大会東海大会東海大会東海大会のののの出出出出

場権場権場権場権をををを得得得得ますますますます。）（。）（。）（。）（初戦初戦初戦初戦はははは全全全全てててて 3 試合行試合行試合行試合行いますいますいますいます）））） 

＊＊＊＊オーダーオーダーオーダーオーダー用紙用紙用紙用紙はははは 2 部作成部作成部作成部作成しししし 1 部部部部はははは対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手とととと交換交換交換交換しししし、、、、もうもうもうもう 1 部部部部はははは

オーダーオーダーオーダーオーダー交換後本交換後本交換後本交換後本部部部部へへへへ提出提出提出提出してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

＊＊＊＊基本的基本的基本的基本的にはにはにはには 2 面進行面進行面進行面進行ですがですがですがですが、、、、変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

＊＊＊＊フットフォルトフットフォルトフットフォルトフットフォルト他他他他マナーマナーマナーマナーについてはについてはについてはについては監督監督監督監督・・・・部長部長部長部長よりよりよりより選手選手選手選手にににに指導指導指導指導をををを

おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（厳格厳格厳格厳格ななななレフェリーレフェリーレフェリーレフェリーをしますがをしますがをしますがをしますが、、、、何何何何かかかか問題問題問題問題がががが発生発生発生発生

したしたしたした場合場合場合場合はははは連絡連絡連絡連絡をををを！）！）！）！） 

 
 



２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年    第第第第５３５３５３５３回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗テニステニステニステニス大会大会大会大会        

《《《《ビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・パルパルパルパル    静岡県静岡県静岡県静岡県予選大会予選大会予選大会予選大会》》》》結果結果結果結果    

大会大会大会大会ドロードロードロードロー 

①①①① アクトスアクトスアクトスアクトス          ________________ 

 
                         Ｄ１ ６－⑧ 

②②②② ロームロームロームローム浜松浜松浜松浜松            _____    S     ６－⑧ __浜松ホトニクス 

       Ｄ1  ８－⑨   Ｄ2 ⑧－５ 

        S  １－⑧  ___________ 
       Ｄ２ ３－⑧    浜松ホトニクス 

③③③③ 浜松浜松浜松浜松ホトニクスホトニクスホトニクスホトニクス  _____ 

                            Ｄ1 ２－⑧ 

                                    Ｓ ５－⑧ __ 静岡信用金庫静岡信用金庫静岡信用金庫静岡信用金庫 

④④④④ アスモアスモアスモアスモ TC       _____ 

       Ｄ1 ⑧－４ 

            ＳＳＳＳ ７－⑨  ___アスモ TC   

       Ｄ２ ⑧－１  

⑤⑤⑤⑤ 浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫    _____  Ｄ1 ３－⑧     

                          S  １－⑧ _静岡信用金庫  

                   Ｄ2 ３－⑧ 

 

⑥⑥⑥⑥ 静岡信用金庫静岡信用金庫静岡信用金庫静岡信用金庫       

                         
３位決定戦 

                    アクトスアクトスアクトスアクトス  Ｄ1 ⑧－３  アスモ TC 

             Ｓ ⑨－７ 

 



 

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年    第第第第５３５３５３５３回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗テニステニステニステニス大会大会大会大会    静岡県静岡県静岡県静岡県予選大会予選大会予選大会予選大会    

    

大会出場登録選手大会出場登録選手大会出場登録選手大会出場登録選手 

 

 

チームチームチームチーム    浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫        しずおかしずおかしずおかしずおか信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫        アクトスアクトスアクトスアクトス            アスモアスモアスモアスモＴＣＴＣＴＣＴＣ            旭化成旭化成旭化成旭化成            浜松浜松浜松浜松ホトニクスホトニクスホトニクスホトニクス    

部長部長部長部長    斎藤 記通       富田 恭行      福澤 厚史     松下 昌弘     橋本 知孝     奈須野 拓 

監督監督監督監督    富田 良弘      山本 晃弘      天野 康治     岩崎 政康     片山 雄治     馬渕 貴弘 

マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー    小杉 悠実      栗田 和明      鈴木 久晶     後藤 幸司     大井 寛崇     清水 亮迪 

１１１１．．．．    村田 広康 海野 健太 福澤 厚史      後藤 幸司     橋本 知孝     馬渕 貴弘 

２２２２．．．．    鈴木 博人 富田 恭行 天野 康治       齋藤  健     片山 雄治     加藤 勝彦 

３３３３．．．．    袴田 友次 谷 雅仁 飯田 健一    曽我  勤      谷澤 光臣     伊藤 雅典 

４４４４．．．．    秋田 茂行 篠原 直貴 鈴木 久晶 新牧 幸司     大井 寛崇     古木 裕記 

５５５５．．．．    斎藤 記通 秋山 雄亮 山崎 一将  高橋 太一     北道 一博     沖田 陽介 

６６６６．．．．    高木 兼雄 栗田 和明 片岡 亮 鈴木 孝志     野間 雄介     清水 亮迪 

７７７７．．．．    篠ヶ瀬 諒 長谷川 重貴 小池 恭広  杉山 佳之     藤田 充      安藤 大樹 

８８８８．．．．    木本 廉太郎 山本 晃弘 大澤 一真  能勢 博喜     山端 祐介     中村 翔 

９９９９．．．．    安田 翔一                高橋 勇      横井 涼 

チームチームチームチーム    ロームロームロームローム浜松浜松浜松浜松    

部長部長部長部長    松本 康彦 

監督監督監督監督    松本 康彦 

マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー    山下 敦彦 

１１１１．．．．    松本 康彦          

２２２２．．．．    山下 敦彦               

３３３３．．．．    和田 恵治         

４４４４．．．．    原田 大地       

５５５５．．．．    片桐 一樹      

６６６６．．．．    中村 真貴      

７７７７．．．．    能津 直哉    

８８８８．．．．    永澤 拓弥       

９９９９．．．．                



 

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年    第第第第５３５３５３５３回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗回全国実業団対抗    

                        《《《《ビジネスパルビジネスパルビジネスパルビジネスパル・・・・テニステニステニステニス》》》》            静静静静

岡県予選岡県予選岡県予選岡県予選    開催開催開催開催    
＊＊＊＊開催日時開催日時開催日時開催日時H26年年年年４４４４月月月月２２２２0日日日日（（（（日日日日））））9時時時時 

＊＊＊＊しずおかしずおかしずおかしずおか信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート 

＊＊＊＊コートコートコートコート No１１１１番番番番～～～～４４４４番番番番 

＊＊＊＊雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行 

出場出場出場出場チームチームチームチーム 
・・・・アスモアスモアスモアスモ TC（（（（浜松市浜松市浜松市浜松市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 

・・・・アクトスアクトスアクトスアクトス（（（（浜松市浜松市浜松市浜松市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 

・・・・浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫（（（（浜松市浜松市浜松市浜松市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 

・・・・浜松浜松浜松浜松ホトニクスホトニクスホトニクスホトニクス（（（（浜松市浜松市浜松市浜松市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 

・・・・ロームロームロームローム浜松浜松浜松浜松（（（（浜松市浜松市浜松市浜松市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 

・・・・しずおかしずおかしずおかしずおか信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫（（（（静岡市静岡市静岡市静岡市テニステニステニステニス協会協会協会協会）））） 
静岡県静岡県静岡県静岡県テニステニステニステニス協会協会協会協会    実業団委員会実業団委員会実業団委員会実業団委員会 


