
2019年度　第42回双葉杯シングルステニス大会 平成３０年１０月２０日（日）

Aクラス会場はラブリバーです。お間違えないように！！ 予備日：１０月２７日（日）

７時開場、練習開放。８時コールは７時４５分までに受付願います。 会場：ラブリバーコート

コール時間指定無い方は９時までに受付願います。

男子Ａ リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ
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久野 匡慶 フリー

後藤 允宏 フォルボ

H 中村 圭佑 松下 和正 岩田 要結 勝 負 順位

8:00
8:00

順位

坂上 浩史 ＮＴＮ

G 坂上 浩史 久野 匡慶 後藤 允宏 勝 負

鈴木 正樹 フォルボ 8:00

活田 知明 ヤマハTC 8:00

順位

芹澤 龍太郎 竜南TC

F 芹澤 龍太郎 活田 知明 鈴木 正樹 勝 負

中村 渉 初生Ｃ 8:00

吉開 律 メガロス浜松 8:00

順位

宮澤 卓也 スヌーピー

Ｅ 宮澤 卓也 吉開 律 中村 渉 勝 負

桝井 直継 ヤマハ発動機 8:00

戸塚 隆文 スヌーピー 8:00

順位

竹山 裕斗 ４８ポンド

Ｄ 竹山 裕斗 戸塚 隆文 桝井 直継 勝 負

影山 裕紀 パンスコーン 8:00

濱田 啓佑 ヤマハ発動機 8:00

順位

鈴木 誠 ＩＰＷ

Ｃ 鈴木 誠 濱田 啓佑 影山 裕紀 勝 負

石井 昴瑠 スヌーピー 8:00

加納 弘洋 サーラスポーツ 8:00

順位

丸山 哲生 千代TC

Ｂ 丸山 哲生 加納 弘洋 石井 昴瑠 勝 負

木下 勇一 フォルボ 8:00

門奈 晃弘 坪井C 8:00

順位

横山 竜  竜南TC

Ａ 横山 竜  門奈 晃弘 木下 勇一 勝 負

松下 和正 駿河台LTC 8:00

中村 圭佑 ヤマハ発動機

岩田 要結 フォルボ 8:00



コール時間指定無い方は９時３０分までに受付願います。

リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ 会場：ラブリバーコート
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順位決定方法：①勝率　②同勝率者の対戦結果　③取得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）　④くじ引き

各リーグ１位のみ決勝トーナメント進出。　（コンソレは３時頃より１人１試合で開始予定。対戦相手は抽選）

決勝トーナメント １セットマッチ６－６タイブレーク（QFまではセミアドバンテージ）

宇野 有揮 スヌーピー

A1位 （　　　　　　　） H1位 （　　　　　　　）

Ｉ 1位

（　　　　　　　）

B1位

（　　　　　　　） 　Bye　Bye

ダブルベーグル 8:30

ＱＦ ＱＦ

I 宇野 有揮 太田 竜次 武藤 僚太 勝 負 順位

太田 竜次

C1位

（　　　　　　　）

Ｊ1位

（　　　　　　　）

D1位

（　　　　　　　） （　　　　　　　）

ＳＦ ＳＦ
Ｆ

武藤 僚太 駿河台LTC 8:30

J 三浦 翔太 大橋 翔太 高橋 謙太 勝 負 順位

三浦 翔太 袋井ｸﾗｳﾝ

大橋 翔太 スヌーピー 8:30
高橋 謙太 48ポンド 8:30

K 石田 登 守田 剛章 伊熊 成祐 勝 負 順位

石田 登 駿河台LTC

守田 剛章 パンスコーン 8:30

飯尾 彰介 メガロス浜松 8:30

戸崎 信太郎 ４８ポンド

8:30

L 戸崎 信太郎 飯尾 彰介 築地 正拓 勝 負 順位

伊熊 成祐 掛川工高

佐藤 直樹  竜南TC

浅野 猛琉 スヌーピー 8:30

平野 広大 フォルボ 8:30

8:30

M 佐藤 直樹  平野 広大 浅野 猛琉 勝

築地 正拓 グリーヒルTC

負 順位

G1位 （　　　　　　　） M1位

（　　　　　　　） （　　　　　　　）

E1位 （　　　　　　　）

K1位

（　　　　　　　）

ＱＦ ＱＦ

F1位 （　　　　　　　）

L1位

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

　Bye



2019年度　第42回双葉杯シングルステニス大会 平成３０年１０月２０日（日）

７時開場、練習開放。１０時コールは９時４５分までに受付願います。 予備日：１０月２７日（日）

時間指定の無い方は１０時４５分までに受付願います。 会場：東大久保コート

男子Ｂ リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ
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27 五十嵐 敏之 イオニス 10:00
坪井 拓弥 フォルボ 10:00

順位

鈴木 直人 フリー
I 鈴木 直人 坪井 拓弥 五十嵐 敏之 勝 負

藤井 洋三 フリー 10:00
牧野 巧 富士見TC 10:00

順位

網岡 俊樹 浜松医科大学
H 網岡 俊樹 牧野 巧 藤井 洋三 勝 負

藤田 直也 フリー 10:00
松本 洋介 HOMY-TN 10:00

順位

田丸 佑 富士見TC
G 田丸 佑 松本 洋介 藤田 直也 勝 負

高橋 和宏 フリー 10:00
佐久間 真吾 フォルボ 10:00

順位

渋谷 浩一郎 ヤマハ発動機
F 渋谷 浩一郎 佐久間 真吾 高橋 和宏 勝 負

永野 俊平 大日精化 10:00
鈴木 富久 フリー 10:00

順位

坂元 誠 豊橋ＩＴＣ
Ｅ 坂元 誠 鈴木 富久 永野 俊平 勝 負

高橋 純也 フリー 10:00
藤代 利之 フォルボ 10:00

順位

鈴木 計範 メガロス浜松
Ｄ 鈴木 計範 藤代 利之 高橋 純也 勝 負

臼井 涼平 フリー 10:00
萩原 健太 イオニス 10:00

順位

近藤 雅裕 富士見TC
Ｃ 近藤 雅裕 萩原 健太 臼井 涼平 勝 負

河合 卓矢 フリー 10:00
野島 由雄 いわきくTC 10:00

順位

門奈 大博 ヤマハ発動機
Ｂ 門奈 大博 野島 由雄 河合 卓矢 勝 負

10:00
藤村 洸希 大日精化 10:00
川合 瑛介 富士見TC

順位

猪俣 孝美 フリー
Ａ 猪俣 孝美 川合 瑛介 藤村 洸希 勝 負



リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ 会場：東大久保コート
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順位決定方法：①勝率　②同勝率者の対戦結果　③取得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）　④くじ引き

各リーグ１位のみ決勝トーナメント進出。　（コンソレは３時半頃より１人１試合で開始予定。対戦相手は抽選）

決勝トーナメント １セットマッチ６－６タイブレーク（QFまではセミアドバンテージ）

ＳＦＳＦ Ｆ

櫻井 寛之 フリー 10:30
多田 義孝 チームK 10:30

M1位

順位

佐藤 孝一 富士見TC
Ｐ 佐藤 孝一 多田 義孝 櫻井 寛之 勝 負

高橋 勇介 大日精化 10:30
10:30工藤 耀亮 スヌーピー

順位

山本 裕樹 HOMY-TN
Ｏ 山本 裕樹 工藤 耀亮 高橋 勇介 勝 負

10:30
牧野 雅彦 富士見TC 10:30

（　　　　　　　） （　　　　　　　）

順位

岩本 一記 フォルボ
Ｎ 岩本 一記 牧野 雅彦 本郷 謙史 勝 負

本郷 謙史 フリー

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）D1位

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）H1位

N1位

O1位

P1位

G1位

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）
ＱＦ ＱＦ

F1位

（　　　　　　　）

C1位

（　　　　　　　）

E1位

（　　　　　　　） （　　　　　　　）

L1位

（　　　　　　　） （　　　　　　　）
ＱＦ ＱＦ

B1位 Ｊ1位

K1位

A1位 （　　　　　　　） （　　　　　　　）

木島 康宏 フリー 10:30
堤 翔平 牧之原体協 10:30

Ｉ 1位

順位

神谷 直嗣 坪井Ｃ
M 神谷 直嗣 堤 翔平 木島 康宏 勝 負

山岡 丈介 フリー 10:30
大木 悠資 Ｗｉｓｈ TC 10:30

順位

安間 康博 富士見TC
L 安間 康博 大木 悠資 山岡 丈介 勝 負

梅田 良幸 駿河台ローン 10:30
三井 伸介 フォルボ 10:30

順位

安藤 倫郎 大日精化
K 安藤 倫郎 三井 伸介 梅田 良幸 勝 負

中嶋 敏勝 ヤマハTC 10:30
菊波 紀夫 富士見TC 10:30

順位

三角 元希 フリー
J 三角 元希 菊波 紀夫 中嶋 敏勝 勝 負



2019年度　第42回双葉杯シングルステニス大会 平成３０年１０月２０日（日）

７時開場、練習開放。８：００コールは７時４５分までに受付願います。予備日：１０月２７日（日）

そのほかの方は８時３０分までに受付願います。 会場：東大久保コート

シニア４５ リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ
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順位決定方法：①勝率　②同勝率者の対戦結果　③取得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）　④くじ引き

各リーグ１位・２位が決勝トーナメント進出。　（コンソレは３時半過ぎより１人１試合で開始予定。対戦相手は抽選）

決勝トーナメント １セットマッチ６－６タイブレーク（QFまではセミアドバンテージ）

負 順位

山崎 達也 Ｙ’ｓ TP

A 山崎 達也 今村 好示 島　裕 磯部 史浩 勝

今村 好示 フリー

勝

磯部 史浩 ＮＴＮ 8:00

島　裕 モグリ 8:00

(　　　　 　　　)

ＱＦ

鈴木 勝之 フリー

松井 有人 ＮＴＮ

鈴木 暁康 坪井Ｃ

鈴木 敬吾 フリー

牧野 弘昭 ＮＴＮ

寺田 孝広 ハッカー

(　　　　 　　　)

ＱＦ

B１位

(　　 　　　　　) B２位 (　　　　 　　　)

SF SF

B 大竹 次睦 植松 秀典 前野 栄二 吉田 安志

A２位 (　　 　　　　　)
F

A1位 (　　 　　　　　) C１位

濱口 精三 チームK

前野 栄二 ＮＴＮ

伊藤 佳明 坪井Ｃ

大竹 次睦 ハッカー

植松 秀典 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ

負 順位

8:00

8:00

C 濱口 精三 伊藤 佳明 松井 有人 寺田 孝広 勝 負 順位

吉田 安志 モグリ

8:00

D 鈴木 暁康 鈴木 敬吾 鈴木 勝之 牧野 弘昭 勝

8:00

負 順位

D2位

C２位

ＱＦ

ＱＦ

8:00

8:00

(　　 　　　　　) D１位 (　　　　 　　　)



2019年度　第42回双葉杯シングルステニス大会 平成３０年１０月２０日（日）

７時開場、練習開放。8：０0コールは７時４５分までに受付願います。 予備日：１０月２７日（日）

そのほかの方は８時３０分までに受付願います。 会場：東大久保コート

シニア５５ リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

順位決定方法：①勝率　②同勝率者の対戦結果　③取得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）　④くじ引き

4人リーグは１位・２位が決勝トーナメント進出。

（コンソレは３時半過ぎより１人２試合で開始予定。対戦相手は抽選）

決勝トーナメント １セットマッチ６－６タイブレーク（QFまではセミアドバンテージ）

森　茂 塔之壇TC

永井 眞令希 Red Sox

順位

山田 芳弘 Red Sox

Ｃ 杉本 和豊 山元 章生 森　茂 永井 眞令希 順位

大久保 秀樹 チームK 8:00

A1位 (　　　　　　　　) B1位

赤堀 哲宏 フリー 8:00

8:00

　Ｂｙｅ (　　　　　　　　) 　Ｂｙｅ (　　　　　　　　)

B2位

順位

大角 廣樹 モグリ

Ｂ 山田 芳弘 松本 重雄 赤堀 哲宏 藤田 浩二 勝 負

Ａ 大角 廣樹 山下 一夫 大久保 秀樹 勝 負

藤田 浩二 ボイジャー

C2位

8:00

山元 章生 ハッカー 8:00

C1位

　Ｂｙｅ (　　　　　　　　)

山下 一夫 ハッカー 8:00

松本 重雄 NFTC 8:00

勝 負

杉本 和豊 メガロス浜松 8:00

8:00

(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

8:00

(　　　　　　　　)
F

SFSF

ＱＦ

(　　　　　　　　)



2019年度　第42回双葉杯シングルステニス大会 平成３０年１０月２０日（日）

７時開場、練習開放。１２時コールは１１時４５分までに受付願います。予備日：１０月２７日（日）

そのほかの方は１２時３０分までに受付願います。 会場：東大久保コート

女子 リーグ戦は１セット：６ゲーム先取セミアドバンテージ
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＊）シニアのため15-0ハンディあり
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順位決定方法：①勝率　②同勝率者の対戦結果　③取得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）　④くじ引き

各リーグ１位のみ決勝トーナメント進出。　（コンソレは４時過ぎより１人１試合で開始予定。対戦相手は抽選）

決勝トーナメント １セットマッチ６－６タイブレーク

Ａ 村松 帆波 中村 育枝 山内 和代 *) 勝 負 順位

中村 育枝 ﾒｶﾞﾛｽ浜松 12:00

村松 帆波 フォルボ

Ｂ 袴田 紫織 鈴木 晶子 鈴木 文菜 勝 負 順位

山内 和代 *)国府台TC 12:00

鈴木 晶子 フリー 12:00

袴田 紫織 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ

C 篠﨑 由貴子 土屋 理恵子 藤井 詩葉 勝 負 順位

鈴木 文菜 ヤマハ発動機 12:00

土屋 理恵子ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ 12:00

篠﨑 由貴子フォルボ

D 横井 絵里香 安次嶺ﾊﾟﾄﾘｼｱﾏﾕﾐ 森下 響 勝 負 順位

藤井 詩葉 袋井高校 12:00

安次嶺ﾊﾟﾄﾘｼｱﾏﾕﾐ フリー 12:00

横井 絵里香サーラ

A1位 (　　　　　　　　) C1位 (　　　　　　　　)

森下 響 フリー 12:00

B1位 (　　　　　　　　) D1位 (　　　　　　　　)

SF SF
F

＊）



テニス選手の大会参加心得（全員熟読） 磐田市テニス協会

大会審判はすべてセルフジャッジです。ルール違反、マナー違反の無いよう心掛けて下さい。

重要：①アウト・フォールトのコールは、打球がネット・アウト・２バウンドにより「アウトオブプレー」

　　　　　になるまで、もしくは返球後に相手選手がボールを打つまでにしなければ無効です。

 ②人工芝コートでは「ボールマーク」を指し示しての判定は、どんなに明確でも「無効」です。

１） 大会の円滑な運営に関する協力

・朝練は各自５分以内で交代して、他の人に譲ってください。

・大会要項、ルールに従い、後からクレームをつけないで下さい。

・試合開始予定時刻１５分前には会場に来て、出席を届けて下さい。遅刻の場合は下記に従います。

遅刻の内容 トス ウォームアップ 試合開始のスコア

一方が10分を超える 敗者 行なう ゲームスコア 0-1

一方が15分を超える

　試合開始予定時刻を過ぎても出席届けが無い場合は，棄権になる場合があります。

・コートが割当てられるまでは，本部横のオーダーオブプレイボードに注意して下さい。

・試合間近にトイレ等で会場を離れないで下さい。試合進行を見て早めに済ませておくこと。

・当日雨天の場合は、会場へ集合するのが原則です。次の日程を会場にて連絡します。

　電話による問い合わせはご遠慮ください。

２） マナー

・磐田市テニス協会主催の大会はすべて公式戦です。服装はＪＴＡテニスルールブック

　２０１９年度版から大きくはずれることのないよう注意して下さい。

・試合中「大声を出す」「ボールを飛ばす」「ラケットを投げる」などはマナー違反です。

　妨害や危険と思われる行為に対しては「失点」「退場」となります。

３） 試合中の間違えやすいルール

・相手のイン／アウトのジャッジに不服を唱えることはできません。

・但し明らかなミスジャッジを続けている場合、アンパイアを呼ぶことができます。

・サービスの「レット」はサービス側でも判断できるようになりました。サーバ側で「レット」と

　コールした場合、「フォールト」にはなりません。但し悪意なレットは認められません。

・フットフォルトは規則違反です。軸足移動、線を踏むことを避けて下さい。

　ひんぱんに行われる場合は、毎回「フォールト」を取ります。

・試合中、帽子など身につけている物を落とした場合、１度目は「レット」でやり直し。

　２度目からは毎回「失点」となります。

・インプレー中隣から入ってきたボールに対し、どちら側でも「タイム」のコールができます。

　「レット」となりファーストサービスからやり直して下さい。

・スコアがわからなくなったときは「双方で合意できるスコアまでさかのぼり再開する。」

４） 試合中のタイムルール

・エンドチェンジ９０秒以内、ポイント間２０秒以内。プレーがとぎれてからカウントです。

　ボールを拾いに行く時間も含まれますので、迅速にプレーを行って下さい。

・強風や太陽がまぶしいなど自然の影響による遅延は「無効」です。プレー開始して下さい。

☆ルール改訂：・サービスの「レット」はサービス側でも判断できます。
☆会場内は禁煙です。また受動喫煙にならないよう配慮願います。

ノーショウとなりプレーできない

セルフジャッジ５原則 日本テニス協会

セルフジャッジではプレイヤーの人格が問われています。スポーツマンシップでフェアに戦いましょう！

①判定が難しい場合は「グッド」（相手に有利に！）

②「アウト」または「フォールト」はボールとラインの間に、はっきりと空間（隙間）が見えた時！

③サーバーはサーブを打つ前に、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンス！

④ジャッジコールは、相手に聞こえる声と、相手に見えるハンドシグナルを使って速やかに！

⑤こーとの外の人は、「セルフジャッジへの口出しはしない！



双葉杯シングルス大会　歴代優勝者 （２００５年以前は旧磐田市大会結果）　

大会名

年代

1977年

1978年 山田寿幸 （ヤマハ発）

1979年 山田寿幸 （ヤマハ発）

1980年 データ不明

1981年 松浦誠 （ヤマハ発）

1982年 データ不明

1983年 谷垣聡 （ヤマハ発）

1984年 中山守 （ヤマハ発） 佐藤 (一般）

1985年 若山照善 （スズキ） 冨田 （河合楽器）

1986年 金田眞吾 （ヤマハ発） 松野 （大日精化）

1987年 松浦正治 （ヤマハ発） 山田 （国府台TC）

1988年 小澤 （浜松Ｇｒ） 石川 （ヤマハ発）

1989年 小澤 （浜松Ｇｒ） 鷹野 (日本たばこ）

1990年 中山守 （ヤマハ発） 伊藤悦夫 （高砂香料） 宮嶋 （スズキ）

1991年 松浦正治 （ヤマハ発） 池谷賢一 （ヤマハ発） 岩野緑 （一般）

1992年 高橋尚久 （ヤマハ発） 山下 （浜松Ｇｒ） 小杉 （リボン）

1993年 高橋尚久 （ヤマハ発） 角皆 (マインド) 堀内 （一般）

1994年 高橋尚久 （ヤマハ発） 中山守 （ヤマハ発） 今井美智子 （ヤマハ発）

1995年 高橋尚久 （ヤマハ発） 中山守 （ヤマハ発） 小林 （磐田西）

1996年 小澤 （浜松Ｇｒ） 中山守 （ヤマハ発） 宮島 （スズキ）

1997年 小澤 （浜松Ｇｒ） 石黒 （大日精化） 高塚直美 （浜松Ｇｒ）

1998年 高橋尚久 （ヤマハ発） 安形勝彦 （国府台TC） 高塚直美 （浜松Ｇｒ）

1999年 高橋尚久 （ヤマハ発） 柿澤慶典 （静岡大学） 山田泰司 （豊橋市） 中島 （ﾉｰｽﾋﾙ）

2000年 高橋尚久 （ヤマハ発） 佐藤 （ＮＴＮ） 石井武夫 （ヤマハ発） 山田 （一般）

2001年 小倉純一 （ヤマハ発） 高橋 （国府台TC） 松浦正治 （ヤマハ発） 金子 (磐田南)

2002年 高橋尚久 （ヤマハ発） 磯部史浩 （ＮＴＮ） 山田泰司 （ポプラTC） 原田恵美 （磐北小）

2003年 高橋尚久 （ヤマハ発） 塩坂毅 （ヤマハ発） 中山守 （ヤマハ発） 原田眞美  (NWTC)

2004年 垂水哲也 （ヤマハ株） 桝井直継 （ヤマハ発） 中山守 （ヤマハ発） 中村 （ヤマハ発）

2005年 村松雅也 （球's） 大津豊晴  (NWTC) 石井武夫 （ヤマハ発） 高橋かおり （磐北小）

2006年 高橋尚久 （ヤマハ発） 粟倉義和 （フルーツ） 松浦正治 （ヤマハ発） 高橋かおり （城山中）

2007年 横山法義 （東名吉田） 児玉 （フリー） 松浦正治 （フリー） 高橋かおり （城山中）

2008年 高橋尚久 （ヤマハ発） 寺田安利 （国府台TC） 松浦正治 （モグリ） 鈴木恵美 （fortius）

2009年 高橋尚久 （ヤマハ発） 荒木陽平 （ＪＡ遠州） 森恩 （モグリ） － －

2010年 太田真宏 （たけかわ） 鈴木健之 （どんべえ） 山田泰司 （スイング） － －

2011年 鈴木啓剛 （コスモス） 柏瀬英治 （ミネベア） － － － －

2012年 高橋尚久 （ヤマハ発） 鈴木優希 （ＦＳＫ） 鈴木富士美 （メガロス） － －

2013年 高橋尚久 （ヤマハ発） 伊熊豊 （モグリ） 坂元誠 （豊橋ITC） － －

2014年 活田知明 （ヤマハ株） 八角佑起 （フリー） 牧野弘昭 （ＮＴＮ） 山内和代 (国府台TC)

2015年 活田知明 （ヤマハ株） 戸崎信太朗 （ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ） 大角寛樹 （モグリ） 家泉良子 （ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ）

2016年 西村惟人 （ラポーム） 柴田達弥 （ＨＰＫ） 科野孝始 （ミネベア） － －

2017年 上野陽佑 （フリー） 伊熊成祐 （モグリ） 科野孝始 （ﾐﾈﾍﾞｱﾐﾂﾐ） 那須野弘敏 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC） 横井絵里香 (savage)

2018年 横山竜 （竜南TC） 門奈晃弘 （坪井C） 大角寛樹 （モグリ） 杉本和豊 (メガロス浜松） 大塚由紀子 (モグリ)

2019年

双葉杯シングルス

男子Ａ 男子Ｂ 男子シニア(45) 男子シニア５５ 女子


