
　　　　　2021年　第60回全国実業団対抗テニス大会　愛知県予選大会要項

＜ビジネスパルテニス＞

１．主管 愛知県テニス協会

２．後援 朝日新聞社

３．協力 丸丹スポーツ用品(株)

４．会場 東山公園テニスセンター

住所：名古屋市天白区天白町大字八事字裏山60-19　　052-832-1115　

５．日程 ３月20日(土)・21日(日)　雨天順延　予備日３月27日(土)・28日(日)

男子 ・１回戦・2回戦 ・準々決勝～決勝・３位決定戦

・１試合目敗者によるコンソレ ・５位決定戦

受付　№4．№5　8:15、№6．№7　8:20 　受付8:15～２チーム　

受付　№8．№9　8:25、№10．№11　8:30 　　　　8:20～２チーム

受付　№2．№3　8:35、№12．№13　8:40 　　　　8:25～２チーム

受付　№１．№14　8:45 　　　　8:30～２チーム

試合開始　№4～11、9:30～、№2.3.12.13：ＮＢ10:30～ 試合開始　9:10～

女子 ・２チームによる順位決定戦 ・無し

　受付　12:00　　試合13:00予定※

　※男子の試合進行による

＜連　絡　事　項＞
・チーム受付8：15～
・試合前練習21日(1日目)は、8：40～9：00(№4～11)、9:00～9：20(№1～3、№12～14)、女子は別途
・試合前練習22日(2日目)、8：40～9：00
・代表者会議　実施しない。(受付時各チームに説明。体調確認等実施するため出場選手も集合ください）
・服装は（財）日本テニス協会競技規則に定められたウェアーを着用すること。
・試合は８ゲームプロセットマッチとし、ノーアドバンテージ・スコアリング方式を採用する。
　（８－８後は１２ポイントタイブレークを行う。）
・試合はⅮ１、Ｓ１、Ⅾ２の順に行う。
・試合前の練習時間は５分間
※コンソレは、６ゲーム先取・ノーアドバンテージ・スコアリング方式を採用する。
・審判はセルフジャッジで行う。
・試合は勝敗に関わらず３試合全ての対戦を行う。(コンソレは進行状況により打ち切り有り。）
・勝敗決定後のⅮ２の選手変更は認める。変更する場合は、Ⅾ２試合開始前に相手チームと本部に届けること。
・休憩時間は特に設けないため、各自食事は工夫して取ること。
・上位２チームが東海大会への出場権を獲得する。
　　(東海大会は８チームで開催される。他県で欠場が有った場合は3位チームを推薦)
・天候その他により試合予定、試合方法を変更することがある。(代表者会議にて説明）

・尚、新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント自粛要請を踏まえ、応援は最小限に留めるようお願いします。
　また体温37.5ｃ以上の方・咳が出る方・倦怠感のある方など風邪の諸症状がある方は、選手であっても会場
　への来場を中止して下さい。会場内はマスクを着用し、応援は拍手のみとします。

５．運営委員
レフェリー 山﨑　昌生
アシスタントレフェリー 愛知県テニス協会競技役員

６．連絡先 ０９０－６０７３－７４６４（山﨑携帯）

愛知県テニス協会
〒４６４－０８３６
名古屋市千種区菊坂町２－２　シャトレタカギ３Ａ
℡０５２－７５１－０６３９

３月20日(土) ３月21日(日)



2021年愛知県予選　男子トーナメント表

１Ｒ ２Ｒ 準決勝

№１
ＪＲ東海

№2 ２－１

三菱自動車岡崎

３－０

№3

２－１
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三菱自動車岡崎
２－１
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№6

Ｗ．Ｏ
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２－１

№9

№10

２－１
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２－１
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２－１
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３－０

３位決定戦
№14 三菱自動車岡崎

２－１

トヨタ自動車

シード順位：１．デンソー、２．ＪＲ東海、３．トヨタ自動車、４．アイシン
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ＪＲ東海

東レ

デンソー刈谷
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日本ガイシ
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男子コンソレーション組み合わせ(当日決定)

東レ

２－１
三菱重工

２－１

豊田合成
２－１

東郷製作所

２－１

名古屋市役所

女子順位決定戦
№１

３－０

№2

デンソー

三菱自動車岡崎



ビジネスパル2021愛知予選結果詳細

＜男子試合結果＞

１回戦 №2 Ｄ１神谷・安江 ８－３ Ｄ１高谷・上代 №3

日本ガイシ Ｓ　稲熊 ８－１ Ｓ　高橋 豊田合成

Ｄ２岩井・大谷 ８－０ Ｄ２大野・三浦

計 ３－０ 計

１回戦 №4 Ｄ１大間・門園 ８－６ Ｄ１寺嶋・岩井 №5

三菱自動車岡崎 Ｓ　南 ０－８ Ｓ　船津 東郷製作所

Ｄ２池田・吉留 ６－１(ｒ) Ｄ２近藤・中島

計 ２－１ 計

１回戦 №8 Ｄ１桂川・新田 ８－３ Ｄ１寺田・山本 №9

トヨタ自動車 Ｓ　泊 ２－８ Ｓ　大長 三菱重工名古屋

Ｄ２小松・宮崎 ８－５ Ｄ２五嶋・竹内

計 ２－１ 計

１回戦 №10 Ｄ１小出・内藤 ４－８ Ｄ１高橋・小林 №11

名古屋市役所 Ｓ　服部 ８－３ Ｓ　田中 オーエスジー

Ｄ２天埜・仮谷 ２－８ Ｄ２鈴木・太田

計 １－２ 計

１回戦 №12 Ｄ１和泉・桶岡 １－８ Ｄ１伊藤・中島 №13

東レ Ｓ　宋 ８－１ Ｓ　丸井 デンソー刈谷

Ｄ２緒方・八巻 ３－８ Ｄ２長谷川・中宮

計 １－２ 計

２回戦 №1 Ｄ１井上・森 ８－２ Ｄ１神谷・安江 №2

デンソー Ｓ　久保 ０－８ Ｓ　稲熊 日本ガイシ

Ｄ２小川・金原 ８－１ Ｄ２岩井・大谷

計 ２－１ 計

２回戦 №4 Ｄ１大間・南 ９－８(3) Ｄ１坂本・橋爪 №6　

三菱自動車岡崎 Ｓ　吉留 ８－０ Ｓ　小林 トヨタ自動車本社

Ｄ２門園・池田 ８－３ Ｄ２山下・大池

計 ３－０ 計

２回戦 №8 Ｄ１桂川・新田 ６－８ Ｄ１高橋・小林 №11

トヨタ自動車 Ｓ　泊 ９－７ Ｓ　田中 オーエスジー

Ｄ２小松・宮崎 ８－３ Ｄ２鈴木・太田

計 ２－１ 計

２回戦 №13 Ｄ１伊藤・中島 ３－８ Ｄ１山田・堀切 №14

デンソー刈谷 Ｓ　丸井 １－８ Ｓ　西尾 JR東海

Ｄ２長谷川・中宮 ６－８ Ｄ２沖・水野

計 ０－３ 計



準決勝№1 Ｄ１小川・金原 ８－２ Ｄ１大間・門園 №4　

デンソー Ｓ　久保 ０－８ Ｓ　南 三菱自動車岡崎

Ｄ２井上・森 ８－２ Ｄ２池田・吉留

計 ２－１ 計

準決勝№8 Ｄ１淵脇・新田 ８－４ Ｄ１沖・東山 №14

トヨタ自動車 Ｓ　泊 ５－８ Ｓ　西尾 JR東海

Ｄ２小松・宮崎 ３－８ Ｄ２稲熊・堀切

計 １－２ 計

決勝 №1 Ｄ１小川・金原 ８－９(4) Ｄ１稲熊・堀切 №14

デンソー Ｓ　久保 １－８ Ｓ　西尾 JR東海

Ｄ２井上・森 ８－６ Ｄ２沖・東山

計 １－２ 計

3決戦 №4 Ｄ１大間・門園 ８－５ Ｄ１桂川・新田 №8

三菱自動車岡崎 Ｓ　南 ５－８ Ｓ　泊 トヨタ自動車

Ｄ２池田・吉留 ８－６ Ｄ２小松・宮崎

計 ２－１ 計

＜女子試合結果詳細＞

Ｄ１大井・小島 ８－１ Ｄ１古橋・藤木

デンソー Ｓ　服部 ８－０ Ｓ　青木 三菱自動車岡崎

Ｄ２吉原・荒川 ８－３ Ｄ２水谷・杉浦

計 ３－０ 計



＜男子チーム＞

チーム名 アイシン オーエスジー ＪＲ東海 （株）デンソー デンソー刈谷

部長 辻　賢一 来本貴裕 大山隆幸 坂戸宏通 坂戸宏通

監督 川上晃司 大沢二朗 沖　健太 大窪民雄 米倉正次

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 宮代　龍 堀切啓貴 緒方　敬 渡辺　覚

選手

1 髙木明良 鈴木裕也 沖　健太 中野　基 荒川大輔

2 田中裕一郎 野口敏裕 東山裕也 金原拓之 長谷川友紀

3 山﨑将太 高橋識成 水野翔太 井上賢典 中宮辰弥

4 宮代　龍 小林研太 西尾一馬 小川拓馬 後藤田文也

5 高橋和嗣 太田宏司 稲熊俊浩 森　祐樹 伊藤啓太郎

6 中川　航 田中瞭良 堀切啓貴 久保裕之 中島一起

7 和﨑省伍 大倉哲也 仲　佑紀 大井祥徳 丸井敬太

8 神谷真央 鷲巣祥久 坂戸宏通 安藤公彰

9 山田晃大 鳥山裕矢 高橋健一

チーム名 （株）東郷製作所 東レ 豊田合成 トヨタ自動車 トヨタ自動車本社

部長 相羽博文 高村　元 上代昌道 武藤康史 坂本貴紀

監督 佐久間秀男 佐竹良夫 高谷繁雄 長野拓士 坂本貴紀

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 岩井大輝 齋藤智久 大野裕二 長野拓士 山下修司

選手

1 船津大輔 桶田英志 高谷繁雄 小松　徹 大池開平

2 寺嶌祐希 宋　燁韜 高橋雅巳 渕脇和也 坂本貴紀

3 佐久間秀男 緒方凱一 大野裕二 宮崎祐一 山下修司

4 牧　見佐喜 八巻研太 上代昌道 桂川健司 小林　均

5 近藤一也 鈴木哲也 三浦由起夫 泊　裕介 土橋慧亮

6 中島弘晶 李　泰治 平山和真 新田航生 川口　峻征

7 岩井大輝 吉川輝良 蛭川和樹 渡邊建史 橋爪　嵩

8 和泉　淳 鈴木雄大 長野拓士 船引誠馬

9 中矢智孝 北村将央

メンバー表



チーム名 名古屋市役所 日本ガイシ 三菱自動車岡崎 三菱重工名古屋

部長 太田秀樹 金子泰明 長森健夫 内田岳志

監督 太田秀樹 大谷拓也 穴井一郎 今井邦明

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 天埜智博 大谷拓也 越野邦彦 山脇一生

選手

1 太田秀樹 大谷拓也 長森健夫 今井邦明

2 青木俊典 稲熊元紀 山本貴統 五嶋政志

3 小出将嗣 岩井義樹 大間俊一郎 大長俊貴

4 島野哲哉 古田大揮 郷家孝徳 山本真士

5 豊福広樹 鈴木健司 門園達郎 寺田晴彦

6 服部啓太 安江直人 池田尊穂 中島豪志

7 内藤千裕 神谷友規 南　俊成 神田拓海

8 仮谷直生 佐原大之 吉留大樹 谷口智哉

9 天埜智博 後藤由充 瀧原　諒 竹内太郎

チーム名

部長

監督

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

選手

1

2

3

4

5

6

7

8

9



＜女子チーム＞

チーム名 （株）デンソー 三菱自動車岡崎

部長 坂戸宏通 長森健夫

監督 杉浦寛之 森田周造

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 大井　愛 門園達郎

選手

1 大井　愛 青木美香

2 吉原聖那 古橋美重

3 荒川郁美 藤木美波

4 横田実希 水谷由紀子

5 金田みのり 杉浦志織

6 服部　彩 松尾文恵

7 小島未央奈 片山美和

8 前田由紀

9

メンバー表




