
第10回

小田原実業団対抗テニス大会
（神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）予選）

日　時 平成２5年２月２4日（予備日　３月１0日）

場　所 小田原テニスガーデン（準々決勝までは各社コート）

主　催 小田原テニス協会
http://www.odawara-ta.org/

後　援 小田原市体育協会

大　会　役　員

大会委員長 岸本正彦

レフェリー 高尾俊之

アシスタント
レフェリー 浅野　薫 岩本良則

大会委員 水本学 小橋創一 佐藤琢也



　 　第10回小田原実業団対抗テニス大会（神奈川県Ｂ大会予選）

注意事項

１． ベスト４までは、各社コートにて、準決勝の日程までに実施してください。終了しない場合は、両者棄権とします。
原則としてドロー表の上がホームチーム、下がアウエイチームとし、コートはホームチームが確保してください。
ホームチームは、アウエイチームに候補日（原則として土日祝）を提示し、協議の上、日程を決定してください。

２． 準決勝以上は小田原テニスガーデンで行います。天候その他試合有無不明でも定刻までにお集まりください。
なお、９：００～９：３０はチームごとのウォームアップが可能です。
また、８：５０より代表者会議を行います。チーム代表者は、ボールを持って本部にお集まりください。

３． 試合開始予定時刻に選手がそろわない場合は、チームとして棄権とします。

４． 試合球はブリヂストンXT8(イエロー)を使用します。
準決勝参加チームは、男子はボール５缶、女子はボール３缶をご用意ください。（これだけでOKです）
各社コートでの対戦の場合は、敗者チームがボールをご負担ください。
（つまり、各チームはトーナメントを通じて、１試合分のボールを用意すればOKということです。）

５． 試合は、男子は、D2,D1,S1,S2,S3、女子は、D1,S1,S2の順に行います。
ただし、シングルスはダブルスとの重複出場選手の状況により、協議の上、変更が可能です。
また、試合が連続する場合は、２０分以内の休憩を取ることが可能です。

６． 試合前のウォームアップは、５分間以内とします。

７． ８ゲームプロセット（８ｹﾞｰﾑｵｰﾙでﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします。
各ゲームはスタンダード方式を採用します。（ノーアド方式ではありません）
第３ゲーム後から、エンドの交代時に９０秒以内の休憩があります。
第１ゲーム後、およびタイブレーク中のエンド交代時は休憩はありません。

８． 全試合セルフジャッジにて行います。但し両チームが認めれば審判をつけてもかまいません。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なお、ロービングアンパイアが巡回し、選手の不正確な判定をオーバールール、および
フットフォールトのコールなどを実施します。（コートサイドに入りますので承知おきください。）

９． ベンチコーチには、１名（メンバー以外も可）入ることができ、エンド交代時にコーチングできます。
ただし、第１ゲーム後、およびタイブレーク中のエンド交代時にはコーチングすることはできません。
ベンチコーチは、テニスシューズの着用およびコートにふさわしい服装が必要です。

１０． ウエアはテニスウエアを着用のこと。Ｔシャツでの試合は認めません。
（ウエアのロゴについての制限は行いません）

１１． 選手はレフェリーの指示に従ってください。
各コートで実施する試合は、ホームチームがレフェリーを代行します。

１２． 上記以外の競技ルールは日本テニス協会テニスルールブック(２０１２年度）に準拠します。

１３． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
また、テニスガーデン他、テニスコートでは指定外は禁煙ですので注意してください。

１４． 各会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。
テニスガーデン横駐車場が満杯の場合は道路を隔てた駐車場を使用してください。
道路、テニスガーデン前の橋の横のスペースには絶対に駐車しないこと。

１５． 本大会上位チームは平成２５年度神奈川県実業団大会（Ｂ大会）［春・秋］に推薦いたします。
ただし、直前県Ｂ大会ベスト８以上チームは、小田原予選よりも優先されます。

１６． 準決勝以上の運営は、３月に行われる小田原オープンベテラン大会のリハーサルを兼ねます。
このため、試合進行にはロービングアンパイアが関与しますのでご協力お願いします。

１７． お問合せは以下にお願いします。
高尾俊之 （携帯）：080-1021-8599 Email:toshiyuki_takao@fujifilm.co.jp

浅野薫 Email：k.asano@nippon-soda.co.jp



月/日

男子 男子 準決勝、決勝 男子 準決勝、決勝予備日

種目 女子 女子 準決勝、決勝 女子 準決勝、決勝予備日

[各社コート]

男子 １Ｒ ３～８ 男子
9:30 SF １～８ 予備日

以下F、３位決定戦
　　　　

女子 － 女子
9:30 リーグ戦

(ﾚﾌｪﾘｰ：高尾)

２／２４（日） ３／１０（日）～２／２３

[テニスガーデン：８面] [テニスガーデン：４面]

日  程  表



時間 １６コート １５コート １４コート １３コート １２コート １１コート １０コート ９コート
8:50 監督会議（本部にて）

9:00～9:30 チーム練習 チーム練習 チーム練習 チーム練習 チーム練習 チーム練習 チーム練習 チーム練習
富士フイルムB 日本曹達 日立小田原 富士ゼロックス竹松 富士フイルム 日本曹達 カネボウ化粧品

9:30 男子SF 男子SF 女子リーグ戦
富士フイルムB　vs　日本曹達 日立小田原　vs　富士ゼロックス竹松 富士フイルムvs日本曹達
D2 D1 D2 D1 D
引き続き、Ｓ１→Ｓ２→Ｓ３ 引き続き、Ｓ１→Ｓ２→Ｓ３ 引き続き、Ｓ１→Ｓ２

Followed by 男子３位決定戦 男子決勝 女子リーグ戦
日本曹達vsカネボウ化粧品

D2 D1 D2 D1 D
引き続き、Ｓ１→Ｓ２→Ｓ３ 引き続き、Ｓ１→Ｓ２→Ｓ３ 引き続き、Ｓ１→Ｓ２

女子リーグ戦
富士フイルムvsカネボウ化粧品
D
引き続き、Ｓ１→Ｓ２



男子

小田原実業団大会（神奈川県B大会予選） 1R ＳF F
#

富士フイルムB

富士フイルムＢ 神奈川県Ｂ大会の結果(2013)

9 ５－０ 春

日本曹達

2 W.O 秋
富士フイルムＢ

1 ３－２
日立小田原

# ５－０

日立小田原
# ４－０

富士ゼロックス

# W.O.

*印 ホームチーム

3位決定戦

富士ゼロックス竹松
４－１

シード 参加チーム(シード以外）
１．富士フイルムB 日本曹達
２．クボタシーアイ カネボウ化粧品

南足柄市役所
富士ゼロックス竹松
日立小田原

女子

-1 -2 -3 勝敗 ﾎﾟｲﾝﾄ得失 順位

1 富士フイルム ○２－１ ○２－１ ２勝０敗 １位

2 日本曹達 ×１－２ ×１－２ ０勝２敗 ３位

3 カネボウ化粧品 ×１－２ ○２－１ １勝１敗 ２位

試合順位 1 １ｖｓ２ 神奈川県Ｂ大会の結果(2013)
2 ２ｖｓ３ 春
3 １ｖｓ３

シード 秋
１．富士フイルム 日本曹達

カネボウ化粧品

1 富士フイルムＢ

2 (bye)

*3 日本曹達

4 カネボウ化粧品

*5 南足柄市役所

6 日立小田原

日本曹達

富士ゼロックス

7 富士ゼロックス竹松

*8 クボタシーアイ



小田原実業団大会（神奈川県B大会予選） ２０１３年１月
小田原テニス協会実業団委員会

協会 協会

２０１３年 １月 22日 ２０１３年 １月 22日

協会 協会

２０１３年 １月 21日 ２０１３年 １月 日

協会

２０１３年 １月 ９日 ２０１３年 １月 10日

協会

２０１３年 １月 日 年 月 日

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8 日比野　徹

E-Mail ｔｏｏｒｕ－ｈｉｂｉｎｏ＠ｃｉｔｙ．Ｍｉｎａｍｉａｓｈｉｇａｒａ．Ｋａｎａｇａｗａ．Ｊｐ
9

TEL(携帯) 090-1805-9065

責任者氏名 日比野　徹 7 生沼　豊次

職場名１ 市民活動課
6 石川　昇一

職場名２

住所２
5 山田　隆司

会社名 南足柄市役所

郵便番号 250-0119
4 石川　克巳

住所１ 南足柄市関本440

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下

さい

2 呉地　良太

3 井上　伸行

TEL(携帯) 090-9365-6150

小田原テニス

E-Mail sobu.ryuutarou@kanebocos.co.jp
9

住所２
5 新開正和

会社名 株式会社カネボウ化粧品

4 村田武司
住所１ 神奈川県小田原市扇町1－40－14　205号

登録選手名　(フルネーム）

男女別 いずれかを削除→ 男子
1 蘇武竜太朗

登録年月日

小田原テニス

チーム名 カネボウ化粧品

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8 渡部　悠太

E-Mail s.hirai@nippon-soda.co.jp
9 平井　真吾

TEL(携帯) 080-1827-5545

責任者氏名 平井　真吾 7 高草　伸生

職場名１ 小田原研究所　創薬合成二部
6 甲斐　徹太郎

職場名２

住所２
5 寒河江　隆浩

会社名 日本曹達（株）

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下

さい

2 古川　裕紀

3 池内　秀幸

小田原テニス

チーム名 日本曹達 登録選手名　(フルネーム）

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail yoshino.susumu@fujixerox.co.jp
9

TEL(携帯) 080-5063-2091

責任者氏名 吉野　進 7 山崎貴彦

職場名１ 画形材本部　研究開発部
職場名２

住所２
会社名 富士ゼロックス竹松事業所

吉野　進
登録年月日

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下さ

い

2 橋場　成人

3 池添　栄彦

小田原テニス

チーム名 富士ゼロックス竹松 登録選手名　(フルネーム）

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8 樋渡　淳一

E-Mail ni041504150415@yahoo.co.jp, noriaki.idobata.sv@hitachi.com
9 澤　健一

TEL(携帯) 080-1848-0543

責任者氏名 井戸端　紀彰 7 井戸端　紀彰

職場名１ 小田原事業所
6 吉川　克己

職場名２

住所２
5 土肥　謙仁

会社名 日立製作所

石川　秀之

3 小池　京平

郵便番号 2500872
4 吉田　仁

住所１ 小田原市中里322-2

男女別 いずれかを削除→ 男子
1

登録年月日

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8 高田　真宏

E-Mail elpirata24th@yahoo.co.jp
9 加藤　功太

TEL(携帯) 090-6000-7430

責任者氏名 国吉　栄喜 7 奥　圭介

職場名１ 医薬品・ヘルスケア研究所
6 高尾　俊之

職場名２

住所２
5 渡辺　徹

会社名 富士フイルム株式会社

小橋　創一

3 望月　佳彦

郵便番号 258-8577
4 国吉　栄喜

住所１ 神奈川県足柄上郡開成町牛島577

1
登録年月日

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下

さい

2

第１０回  小田原実業団対抗テニス大会

選手登録書…男子

登録選手名　(フルネーム）

小田原テニス

チーム名 富士フイルムB

藤村　律義

男女別 いずれかを削除→ 男子　
1 山中　誉

登録年月日

男女別 いずれかを削除→ 男子　

郵便番号 2500280
4 梅田　信広

住所１ 神奈川県小田原市高田345

6 島崎巌

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下

さい

2 岸田浩一

3 江川祐一郎

郵便番号 250-0001

職場名１
職場名２

責任者氏名 蘇武竜太朗

スキンケア研究所商品設計第二グループ

7 江藤晶敏

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

チーム名 南足柄市役所硬式テニス部 登録選手名　(フルネーム）

湯川　紀之
男女別 いずれかを削除→ 男子

1
登録年月日

日立小田原 登録選手名　(フルネーム）

城戸　俊之

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下さ

い

2

男女別 いずれかを削除→ 男子
1

郵便番号 250-0111
4 小島　博

住所１ 南足柄市竹松１６００

5 勝原秀弥

6 中村一彦

小田原テニス

チーム名

チーム名 クボタシーアイ（株） 登録選手名　(フルネーム）

男女別 いずれかを削除→ 男子　
1 岡林　功

登録年月日

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下さ

い

2 井上　勇

3 片岡　誠一郎

郵便番号 2560816
4 斎藤　昌広

住所１ 小田原市酒匂７－６－１
住所２

5 堀ノ内　隆光
会社名 クボタシーアイ（株）小田原工場

職場名１ 生産技術部
6 横山　昌明

職場名２

責任者氏名 井上　勇 7

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail ｉ-inoue@kubota.co.jp
9

TEL(携帯) 080-5544-1369

チーム名 登録選手名(フルネーム）

男女別 いずれかを削除→ 男子
1

登録年月日

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入して下さ

い

2

3

郵便番号
4

住所１
住所２

5
会社名

職場名１
6

職場名２

責任者氏名 7

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail 9
TEL(携帯)



小田原実業団大会（神奈川県B大会予選） ２０１２年１月
小田原テニス協会実業団委員会

協会

２０１３年 １月 22日

協会

２０１３年 １月 21日

協会

2013年 1月 23日

協会

２００　年 ２月 日

チーム名 登録選手名(フルネーム）

男女別 いずれかを削除→ 女子
1

登録年月日

7 長崎　芙美

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8 河崎　梓

職場名

責任者氏名 森岡　美沙子

スキンケア研究所　商品設計第２グループ
6 吉澤　明美

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入し

て下さい

2 森岡　美沙子

3 内田　理絵

郵便番号 2500002

郵便番号 250-0216
4

住所１ 神奈川県小田原市高田３４５

中津川　あゆ子

男女別 いずれかを削除→ 女子
1 大沢陽子

登録年月日

男女別 いずれかを削除→ 女子

第９回  小田原実業団対抗テニス大会

選手登録書…女子

登録選手名　(フルネーム）

小田原テニス

チーム名 富士フイルム㈱

1
登録年月日

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入し

て下さい

2 岩本　佑美

3 木山　夏帆

郵便番号 250-0193
4 鳥居　三奈子

住所１ 神奈川県南足柄市中沼210

住所２
5 蔵本　有紀

会社名 富士フイルム㈱

職場名１ Ｒ＆Ｄ統括本部　有機合成化学研究所　合成研Ｈ(
6 丸山　真理子

職場名２

責任者氏名 中津川　あゆ子 7 今村　弥佳

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail ayuko_nakatsugawa@fujifilm.co.jp
9

TEL(携帯) 090-9804-7177

小田原テニス

チーム名 日本曹達 登録選手名　(フルネーム）

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入し

て下さい

2 浅野　薫

3

住所２
5

会社名 日本曹達（株）
職場名１ 研究企画管理部

6
職場名２

責任者氏名 浅野　薫 7

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail k.asano@nippon-soda.co.jp
9

TEL(携帯) 090-2339-8432

小田原テニス

チーム名
（略称）

カネボウ化粧品 登録選手名(フルネーム）

男女別 女子
1 竹之内　裕子

登録年月日

4 武田　玲香
会社住所 小田原市寿町5-3-28

5 菅原　智子
会社名 株式会社カネボウ化粧品

鈴木　由紀子
TEL(携帯) 0465-34-0692(090-6472-0471)

小田原テニス

E-Mail morioka.misako@kanebocos.co.jp
9

以下に責任者の会社連絡先を記入してください。
郵便番号欄には「〒」マークを記入せず、半角数字のみ記入し

て下さい

2

3

郵便番号
4

住所１
住所２

5
会社名

職場名１
6

職場名２

責任者氏名 7

以下は責任者に必ず連絡が取れるものを記入して下さい 8

E-Mail 9
TEL(携帯)

-6-



小田原実業団テニス大会歴代入賞チーム
小田原テニス協会

男子 女子

参加数 優勝 準優勝 ３位 県大会（春）出場 県大会(秋）出場 参加数 優勝 準優勝 ３位 県大会（春）出場 県大会(秋）出場

第１回 平成１６年 4 富士フイルムＢ クボタ 印刷局研究所 富士フイルムB 富士フイルム 4 富士フイルム 日本曹達Ａ カネボウ
日本曹達(*)

富士フイルム(*)

第２回 平成１７年 3 富士フイルムＢ ユアサ クボタ 富士フイルムB
富士フイルム

ユアサ
4 カネボウ化粧品 日本曹達Ａ 富士フイルム

日本曹達(*)
富士フイルム(*)

日本曹達
カネボウ化粧品

第３回 平成１８年 5 富士フイルムＢ ジーエスユアサ 印刷局
富士フイルムＢ(*)
ジーエスユアサ

富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 富士フイルム 日本曹達Ａ カネボウ化粧品 カネボウ化粧品

第４回 平成１９年 2 富士フイルムＢ ジーエスユアサ 富士フイルムＢ 富士フイルムＢ 3 カネボウ化粧品 日本曹達 富士ゼロックス カネボウ化粧品 カネボウ化粧品

第５回 平成２０年 4 富士フイルムＢ カネボウ化粧品 ジーエスユアサ 富士フイルムＢ 富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 日本曹達 富士フイルム
カネボウ化粧品(*)

日本曹達
日本曹達(*)

カネボウ化粧品

第６回 平成２１年 7 富士フイルムＢ 富士ゼロックス 南足柄市役所
富士フイルムＢ(*)
富士ゼロックス

富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 日本曹達 富士フイルム
カネボウ化粧品(**)

日本曹達(*)
富士ﾌｲﾙﾑ

日本曹達(*)
カネボウ化粧品

第７回 平成２２年 6 カネボウ化粧品 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 富士フイルムB カネボウ化粧品 カネボウ化粧品 4 富士フイルム 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 カネボウ化粧品
カネボウ化粧品(*)

富士フイルム
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

カネボウ化粧品
(***)

富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松(*)
富士フイルム
日本曹達

第８回 平成２３年 6 カネボウ化粧品 富士フイルムB クボタシーアイ
カネボウ化粧品(*)
富士フイルムＢ

カネボウ化粧品(*)
富士フイルムＢ(**)
クボタシーアイ

4 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 富士フイルム カネボウ化粧品
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松(*)

富士フイルム
カネボウ化粧品

富士フイルム(*)
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松
カネボウ化粧品

第９回 平成２４年 6 富士フイルムB クボタシーアイ カネボウ化粧品 富士フイルムB 富士フイルムＢ 4 富士フイルム 日本曹達 カネボウ化粧品
カネボウ化粧品(*)

日本曹達
富士ﾌｲﾙﾑ

カネボウ化粧品(**)
富士フイルム
日本曹達

第１０回 平成２５年 7

注：(*)前回県大会のBest8以上
注：(**)前回県大会のBest4以上
注：(***)前回県大会のA大会




