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日本スポ－ツマスタ－ズ　2006　テニス競技　広島県予選

【　開　催　実　施　要　項　】

<1> 主　　催 ：広　島　県　テ　ニ　ス　協　会
主　　管 ：尾道市テニス協会　福山市テニス協会

<2> 後　　援 ：広島県教育委員会  （財）広島県体育協会

<3> 協　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ

<4> 開催期日 ：2006年5月20日（土）・21日（日） (予備日22日（月））

<5> 会　場 ：びんご運動公園テニスコ－ト（砂入り人工芝）屋根付コ－トも使用します。

<6> 種　目 ：男子35才以上　　シングルス
：男子45才以上　　ダブルス
：女子40才以上　　シングルス
：女子40才以上　　ダブルス
　　※ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽは兼ねられませんので、どちらかにｴﾝﾄﾘ-して下さい。
　　※国体予選との重複エントリ-は出来ません。
：年令基 35才以上 （1971年12月31日以前生まれ）

40才以上 （1966年12月31日以前生まれ）
45才以上 （1961年12月31日以前生まれ）

<７> ド　ロ　- ：ＪＯＰﾗﾝｷﾝｸﾞ・昨年度県主催大会を参考に、大会実行委員会にて作成されました。
　

<８> 試合方法 ：｢８ｹﾞ-ﾑｽﾞﾌﾟﾛｾｯﾄ、ﾉ-ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ方式｣で行います.

<９> ル－ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック｣によります。

<1０> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック｣によります。

<1１> 審　　　判 ：セルフジャッジ

<1２> 使　用　球 ：ダンロップ『FORT』

<1３> 委　　　員 ：大会実行委員長　　　　　・・・ 高橋 由啓
：ト－ナメント・デｲレクタ－・・・ 松本 邦子
：ト－ナメント・レフェリ－ 　・・・ 高橋 由啓

<1４> 集　　　合 ：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<1５> そ の 他 ①毎日9：00～9：45の間、15分交替でのプラクティスコートを提供します。
　　（各自でボールは用意をお願いします。）
②本ﾄ-ﾅﾒﾝﾄは、すべての選手を公平に扱います。
③本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。
④全国大会････9/15～19 広島県
　　　　　　　　　　今回は広島大会のため、各種目とも準優勝まで全国大会の
　　　　　　　　　　出場権が与えられます。
　　　　　　　　　　参加料を含め、費用は全て自己負担になります。
　　　　　　　　　　全国大会の参加資格が｢ＪＴＡ個人登録者｣となっておりますので
　　　　　　　　　　代表に選出された選手は、ＪＴＡ個人登録をして戴きます｡
⑤試合中のケガ等については、応急処置は取りますが責任は負いかねます｡

<1６> 注意事項 ①タイムスケジュールの20分前までに、試合のできる状態で出席を届けて下さい。
②選手は｢Ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　Ｐｌａｙ｣に従ってコートに入り、速やかに試合を始めて下さい。
③ドロー番号の若い選手がボールを本部に取りに来て下さい。
　 又、試合終了後は勝者が結果報告・ボール返却願います。
④ウォームアップはサービス4本のみとします。

<1７> 連　絡　先 　090-7379-6197（ただし大会期間中のみ連絡ができます。）
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         大　会　日　程（タイムスケジュ－ル）

　　※　このタイムスケジュ－ルはオ－ダ－オブプレイに相当するものです。
　　※　このタイムスケジュ－ルに15分以上遅れた場合は、ＮＯ-ＳＨＯＷと見なされる事があります。

第　１　日 第　２　日

５月２０日（土） ５月２１日（日）

使用コート 屋外・室内 屋外・室内

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 9:00 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 9:00

1R 10:00 SF 10:00
男子35

2R 10:30 F FOLLOWED BY
シングルス

QF FOLLOWED BY

男子45 1R 10:30

ダブルス SF・F FOLLOWED BY 　 　

女子40 1R 11:00

シングルス SF・F FOLLOWED BY

　
1R 10:30 SF 10:30

女子40
2R 12:00 F FOLLOWED BY

ダブルス
QF FOLLOWED BY



　　

　　　　　　　　　　ｼｰﾄﾞ：①相田靖之②沢田和則③④宮本和典・高原博之⑤～⑧北垣浩志・高尾秀一・松浦寿司・青山裕

高本　　 明 （T.ADVANCE） 原田　 好美（JFEｽﾁｰﾙ）
中川　 勝範（T.ADVANCE） 中川　 恒雄（JFEｽﾁｰﾙ）
三次　 浩平（福山市職労TC） 中本　 裕隆（ﾁｰﾑTK）
藤井　 康広（福山市職労TC） 山崎　　 実 （ﾁｰﾑTK）
坂本淳一郎（備後ﾃﾆｽ倶楽部） 青木　 繁幸（ｱｼﾆｽ）
和田　 明久（備後ﾃﾆｽ倶楽部） 金坂　 行展（ｱｼﾆｽ）
渡部　　訓寵（五日市TC） 中丸一十士（ｳィｹﾝﾄﾞ）
山下　　　眞 （五日市TC） 山本　 恒雄（ｳィｹﾝﾄﾞ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

眞田　 美樹（福山市職労TC）
永川　 寿子（STC） 中本　 信枝（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）
碓井真希子（やすいそ庭球部） 国広　 順子（楽々園GTC）
戸田 ゆかり（やすいそ庭球部） 赤木　 雅子（備後ﾃﾆｽ倶楽部）
花房　 ち え（M＆遊） 浜上美千恵（備後ﾃﾆｽ倶楽部）
本田　 芳子（Tension） 田中久美子（西条RTC）
江藤　 末子（やすいそ庭球部） 伊原　 隆子（西条RTC）
山崎　 五月（ｱｼﾆｽ） 江口　 貴江（T.JOH）
飯田　 早苗（ﾏﾙﾍﾞﾘ-TC） 西村　 り え（T.JOH）
藤原　 咲子（西条RTC）

胡　　まみ（やすいそ庭球部） 宮松　 久子（西条RTC）
林　  直美（ｻﾝﾃﾞｰ） 秋吉　　 緑 （Tension）
福井由紀子（T.JOH） 光田久美子（M＆遊）
原田　 京子（T.JOH） 大野　 智子（M＆遊）
岡本　 敦子（西条RTC） 楠原　 京子（ｳィｹﾝﾄﾞ）
中野　 幸恵（西条RTC） 戸田　 和美（楽々園GTC）
風呂本理矢（Tension） 丸岡美記恵（T.ADVANCE）
中木　 淳子（Tension） 桂木　 優子（Tension）

シード：①眞田・永川②丸岡・桂木③④江口・西村/胡・林

　　日本スポーツマスターズ２００６広島県予選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【男子３５才シングルス】　

　　　　　　【男子４５才ダブルス】

　 【女子４０才ダブルス】

シード：①高本・中川②中丸・山本　

シード：①竹嶋久美②桧山稚子
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3 濱田　 信孝（福山市職労TC）
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安部　 純代（T.JOH）

北岡　 朋子（西条RTC）

松本万里江（Tension）

桧山　 稚子（ｱｼﾆｽ）

竹嶋　 久美（楽々園GTC)

森岡　 寿恵（五日市TC）

池見　 廣枝（G.S.H）

加藤　 浩子（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC） 8
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9 村上　 和之（G.S.H）

相田 　靖之（NB TG）1

岡　　顕彰（ﾄｰｸｽTC）2

4 島田　 泰法（T.ADVANCE）

5 古城　 一郎（ｱｷﾗITC）

10 坂井　 宏之（ｱｽﾄﾛTC）

11

12 高原　 博之（PASS）

8 大窪　 賢也（HPG TC）

6 北垣　 浩志（NRIB TC）

7 青山　　 裕 （J’sons）

八田　 幸夫（J’sons）

爾摩　 光洋（福山市職労TC）
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佐藤　 清則（福山市職労TC）

22

加藤　　 修 （ｼﾘｳｽ）

宮本　 和典（NB TG）

角本　 泰治（J’sons）

岡田　 宜之（JFEｽﾁｰﾙ）

住吉　 正樹（G.S.H）

中川　 栄一（ｱｽﾄﾛTC）

山根　　宗一（T.JOH）

松浦　 寿司（やすいそ庭球部）

高尾　 秀一（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

 【女子４０才シングルス】

沢田　 和則（五日市TC）24
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