
<1> 主　　　催 ：広　島　県　テ　ニ　ス 協 会
主　　　管 ：広　島　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
：広島市               　　（財）広島市スポ－ツ協会

<3> 協　　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ ス ポ －　ツ
<4> 開催期日 ：2006年11月18日（土）・19日(日）・23日（祝）　予備日 11月26日（日）
<5> 会　　　場 ：広島市中央庭球場　（クレ-コ－ト）
<6> 参加資格 ：広島県テニス協会登録者（県協会に加盟する団体への登録者）

<7> 種　　目 ：男子 シングルス （35才・40才・45才・50才・55才・60才・65才以上）
：男子 ダブルス （40才・45才・50才・55才・60才以上）
：女子 シングルス （60才以上）
：女子 ダブルス （45才・50才以上）
：その他の年齢別種目は、エントリ-不足のため成立しませんでした。

<8> 試合方法 ：全ての種目を、8ゲ－ムズプロセット（8-8後タイブレ－ク）で行います。
：4ドロ-以上の種目はト－ナメント方式にて行います。
：3ドロ-の種目については、ラウンドロビンにて行います。
：ラウンドロビンの順位決定については、『テニスルールブック』に従います。

<9> ｼ-ﾄﾞ・ﾄﾞﾛ- ：県主催大会・昨年の同大会等 を参考に、大会実行委員会にて決定しました。
<10> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2006｣によります。
<11> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2006｣によります。

：年齢別大会ですので長ズボンの着用はＯＫです。

<12> 審　　　判 ：セルフジャッジ
<13> 使　用　球 ：ダンロップ『FORT』
<14> 委　　　員 ：大会実行委員長　 高橋 由啓

：ト－ナメント・ディレクタ－ 中田 芳雄
：ト－ナメント・レフェリ- 土井 雅子
：アシスタント・レフェリ- 香川 節子

<15> その他 ａ．本ト－ナメントは、すべてのプレ－ヤ-を公平に扱います。
ｂ．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。
ｃ．基本としてベスト４以上の方を表彰いたします。
　　（エントリ－数の少ない種目はその限りではありません。）
ｄ．競技中の怪我等につきましては、応急処置は取りますが、責任は
 　 負いかねます。

<16> 日　　　程 ：ドロ－にありますタイムスケジュ－ルによります。
：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。 　

<17> 注意事項 ①タイムスケジュ－ルの２0分前までに、試合の出来る状態にて、出席を
　 届けてください。
②選手は｢ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｐｌａｙ｣に従ってコ－トに入り、速やかに試合を
　 始めてください。
③ドロ－番号の若い人がボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者が結果報告・ボ－ル返却願います。
④ウオ－ムアップはサ－ビス4本のみとします。

　　　※午後に多少のコ－トがオ－プンになる可能性があります。ご希望の方は本部に申し出の上、ご使用ください。

〔広島県テニス協会 　大会運営委員会〕
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第13回　　広島県ベテランテニス選手権大会

【　開　催　（実施）　要　項　】



　　　　　※　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分遅れた場合は、ＮＯ-ＳＨＯＷと見なされる場合があります。

１Ｒ 10:00
ＳＦ 11:00
Ｆ followed by

１Ｒ 9:00 ＳＦ 9:00
2Ｒ 10:00 Ｆ followed by
３Ｒ followed by

１Ｒ 9:00
Ｆ followed by

１Ｒ 9:00 ＳＦ 9:00
2Ｒ 10:00 Ｆ followed by
３Ｒ followed by

１Ｒ 9:00 Ｆ 10:00
2Ｒ 10:00
ＳＦ followed by

１Ｒ 9:30 ＳＦ 9:00
2Ｒ 11:00 Ｆ followed by

１Ｒ 10:00
Ｆ followed by

１Ｒ 9:30 ＳＦ 9:00
2Ｒ 11:00 Ｆ followed by
３Ｒ followed by

Ｒ・Ｒ 9:00
（全試合を行います）

１Ｒ 9:30 ＳＦ 9:30
2Ｒ 11:00 Ｆ followed by

１Ｒ 9:30
ＳＦ 10:00
Ｆ followed by

Ｒ・Ｒ 9:00
（全試合を行います）

Ｒ・Ｒ 9:00
（全試合を行います）

Ｒ・Ｒ 9:00
（全試合を行います）

Ｒ・Ｒ 9:00
（全試合を行います）

　　説明　…　Ｒ・Ｒ（ラウンドロビン）　⇒　総当たり戦
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男子35才 ｼﾝｸﾞﾙｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男子40才

男子45才

男子50才

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

　　　　大　会　日　程（タイムスケジュ－ル）

11月19日（日） 11月23日（祝）11月18日（土）

女子60才

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

女子50才

男子60才

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

女子45才

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

中央 中央 中央

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男子55才

男子65才 ｼﾝｸﾞﾙｽ
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ｂｙｅ

山田　治司（TCS）

ｂｙｅ

ｂｙｅ ｂｙｅ

中川　勝範（Ｔeam ADVANCE）

ｂｙｅ

萩原　隆司（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

徳増　 満　（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

馬場　信年（ち～むB）

中本　裕隆（ﾁｰﾑT.K）

ｂｙｅ

安部　高広（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

中下　俊彦（千田寺迫ＴＣ）

向井　清二朗（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

邇摩　光洋（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

花本　雅史（ﾁｰﾑぢっぷす）

安村　 勲　（中国電力TC）

宮本　政憲（ZONE）

門田　有示（TOPｽﾋﾟﾝ） 秋吉　謙一朗（ながれもの）

ｂｙｅ

ｂｙｅ

　【男子　45才　シングルス】

ｂｙｅ

下川　寿春（ｻﾝﾃﾞｰTC）

ｂｙｅ

澤田　英徳（やすいそ庭球部）

　【男子　40才　シングルス】

塩谷　博史（Ｔeam　ADVANCE）

矢谷　敏治（ぱこぉ～ん）

今井　 元　（B.B.C）

佐藤　清則（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

原田　好美（JFEｽﾁｰﾙ）

村田　正彦（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

平本　浩樹（PASS） 山本　智久（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

坂井　宏之（ｱｽﾄﾛﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

ｂｙｅ

丸山　謙二（北川鉄工所）

三次　浩平（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）藤井　康広（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

藤井　一真（UP.Set）村上　忠司（造幣局広島支局）

石井　利治（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

ｂｙｅ

松本　正雄（ｻﾝﾃﾞｰTC）

　【男子　35才　シングルス】

沢田　和則（五日市ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）　 北垣　浩志（NRIBTC）

上川　和良（P-FORCE） 山崎　 実　（ﾁｰﾑT.K）

ｂｙｅ 寄谷　純治（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

森下　晋吉（ﾏﾂﾀﾞ㈱）



第13回　広島県　ベテラン選手権

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

1 2 3

試合順 （1-2・2-3・1-3）

ＮＯ. 4

一野坪　篤（広島ｸﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

3 山田　 宏　（OTC）

1

藤川　清明（ｳｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

下西　正比古（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

高村　義春（Ｔeam　ADVANCE）

岡田　二昌（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

佐伯　敬治（五日市LTC）

加藤　和博（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

広兼　 学　（楽々園G.T.C）

　【男子　55才　シングルス】

ｂｙｅ

松岡　正己（松永ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

小池　和權（三菱ﾚｲﾖﾝ）

河内　純一（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

山本　一洋（YSY）

橋本　富夫（ライク福山）

大迫　勝紀（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

ｂｙｅ

ｂｙｅ

　【男子 65才 シングルス】

中川　福雄（三菱ﾚｲﾖﾝ）

田中　千春（海上自衛隊 呉）

田坂　好美（MHI-広島）

ｂｙｅ ｂｙｅ

川島　永久（やすいそ庭球部）

　【男子　50才　シングルス】

ｂｙｅ

中尾　真二（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）山口　 斗　（廿日市LTC）

山下　 眞　（五日市TC）

北村　哲郎（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

ｂｙｅ

藤井　昌之（ｻﾝﾃﾞｰTC）

蔵重　五十次（広島DFAB）

湯浅　 隆　（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

小田　春幸（五日市LTC）

歌田　 豊　（楽々園G.T.C）

成定　武彦（三菱ﾚｲﾖﾝ）

ｂｙｅ

岡本　善弘（MHI-広島）

ｂｙｅ 楠元　通之（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

清水　一信（松永ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

ｂｙｅ

大島　健一（Tension）渡邊　久司（五日市LTC）

勝-負 取得率

ｂｙｅ

ｂｙｅ

菊永　利明（三菱ﾚｲﾖﾝ） 畑野　 直　（ｳｲｹﾝﾄﾞ)

順　位

小池　一司（ｳｲｹﾝﾄﾞ)

　【男子　60才　シングルス】

中田　和雄（宇品ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

ｂｙｅ

2
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試合順 （1-2・2-3・1-3）
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2
下西　正比古（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

高橋　由啓（T.JOH）

3

6

下川　寿春（ｻﾝﾃﾞｰTC）

松本　正雄（ｻﾝﾃﾞｰTC）

3

4

8

引地　敏幸（エムジェイｽﾞ）

佐藤　勝昭（中国電力TC）

森下　晋吉（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

7
馬場　信年（ち～むB）

中丸　一十士（三菱ﾚｲﾖﾝ）

小池　和權（三菱ﾚｲﾖﾝ）

【男子55才 ダブルス】

2
青木　雅治（五日市LTC）

4
広本　宣彦（やすいそ庭球部）

12

盛川　晋吾（ﾁｰﾑT.K）

村田　正彦（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

浅井　利英（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

2

高浜　正一（ﾁｰﾑT.K）

1
湯浅　 隆 （ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

村田　 茂 （ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ） 

勝-負 取得率 順　位

安部　高広（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

16

15

14

5

91

渡辺　秀則（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

石井　利治（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

102 ｂｙｅ

岡本　和雄（ｱｷﾗITC）

ｂｙｅ

松岡　 裕　（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ）

森原　浩紀（ﾁｰﾑT.K）
4

高本　 徹　（ﾁｰﾑT.K）

川井　信太郎（ﾁｰﾑT.K）

【男子45才 ダブルス】

11

田中　正彦（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

西田　雄二（造幣局広島支局）

平本　博秋（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ）

佐々木　俊雄（造幣局広島支局）

渡部　訓寵（五日市TC）

上川　和良（P-FORCE）

　【男子50才　ダブルス】

1 3
山下　 眞　（五日市TC） 桧谷　謙二（ﾁｰﾑT.K）

萩原　隆司（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

内川　 浩　（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

ｂｙｅ

中本　裕隆（ﾁｰﾑT.K）

　【男子　40　ダブルス】
佐藤　清則（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

邇摩　光洋（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）
31

井原　博三（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

山崎　 実　（ﾁｰﾑT.K）

加藤　和博（五日市LTC）

三次　浩平（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

ｂｙｅ

藤井　康広（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）
13

福田　幾元（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

佐伯　敬治（五日市LTC）
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試合順 （1-2・2-3・1-3）

1 2 3

試合順 （1-2・2-3・1-3）
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2
今里　博子（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

順　位

1

勝-負 取得率

3 安部　智江（ｱｼﾆｽ）

2浅利　康子（福山ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

1 記谷　千秋（ｱｷﾗITC）

取得率 順　位

伊川　博史（KOTC）

塚田　邦人（KOTC）

出口　 洋　（ｻﾝﾃﾞｰTC）

 森　　正廣（ｻﾝﾃﾞｰTC）

　【女子60才　シングルス】

小池　一司（ｳｲｹﾝﾄﾞ)

6

勝-負

順　位

2

3

1
川井　貴子（ﾁｰﾑT.K）

取得率

3

【女子45才 ダブルス】

【女子50才 ダブルス】

3 7

勝-負

ｂｙｅ

4
藤井　 勲 （びしゃもん台Ｔ．Ｃ）

8
畑野　 直　（ｳｲｹﾝﾄﾞ)

松本　 繁 （びしゃもん台Ｔ．Ｃ）

ｂｙｅ

ｂｙｅ

成定　武彦（三菱ﾚｲﾖﾝ）

菊永　利明（三菱ﾚｲﾖﾝ）

　【男子60才　ダブルス】

1 5

2

佐々木　登美江（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

濱井　隆子（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

福原　順子（ﾁｰﾑT.K）

樫本　裕子（牛田LTC）

大賀　和恵（牛田LTC）

松尾　照子（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

丸岡　美記恵（Ｔeam　ADVANCE）

桂木　優子（Ｔeam　ADVANCE）

高浜　和子（ﾁｰﾑT.K）

椿谷　慶子（ﾛｲﾔﾙ）




