
<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   公益財団法人 広島県体育協会   尾道市教育委員会

<3> 協 賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

<4> 開催日程 ：2014年4月26日（土）  雨天順延　［予備日］27日（日）]

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

<6> 種 目 ：男子35才以上　　シングルス （１９７９年１２月３１日以前の生まれ）
：男子45才以上　　ダブルス （１９６９年１２月３１日以前の生まれ）
：女子40才以上　　シングルス （１９７４年１２月３１日以前の生まれ）
：女子40才以上　　ダブルス （１９７４年１２月３１日以前の生まれ）

<７> ド ロ - ：ＪTAｵﾌｨｼｬﾙﾗﾝｷﾝｸﾞ・昨年度本大会結果に基づき作成されました。
　

<８> 試合方法 ：｢８ｹﾞ-ﾑﾌﾟﾛｾｯﾄ、ﾉ-ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ方式｣で行います。当日の天候次第で
　変更して行うことがあります。

<９> ル － ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2014｣を適用します。

*筋けいれんについて…　『ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ　2014』　
本ﾄｰﾅﾒﾝﾄは、ｵﾌｨｼｬﾙﾄﾞｸﾀｰ・ﾄﾚｰﾅｰが常駐しておりませんので、筋けいれんによる
ﾒﾃﾞｲｨｶﾙﾀｲﾑｱｳﾄをとることができません。

*医療製品（サポーター等）のロゴについて…『ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ 2014』　
ﾚﾌｪﾘｰが認める医療製品（サポーター等）についているロゴは、大きさ１３平方cm以下で　
1個とする。

<1０> 服 装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2014｣によります。

<1１> 審 判 ：セルフジャッジとします。

<1２> 使　用　球：ダンロップ『FORT』

<1３> 委 員 ：ト－ナメント・デｲレクタ－・・・ 原田　京子
：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 ①4/26(土）　9：00～9：30の間、15分交替でのプラクティスコートを提供します。
　 9:30試合開始の選手は、9：00～9：15の練習枠にサインしてください。
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各種目の優勝者は、全国大会への出場権を得ることとなりますが、準優勝者も
　全国大会への推薦をいたします。
⑤全国大会････９/２０～２３　埼玉県さいたま市　大宮第２公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
　　　　　　　　　　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｡
⑥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。

★大会運営本部からのお願い★
　　①ゴミは各自で持ち帰ってください。
　　②貴重品・荷物は、各自で厳重に管理してください。

*大会運営本部連絡先：０９０-７３７９-６１９７（大会当日　ＡＭ8：30以降につながります）
［広島県テニス協会　大会運営委員会］

第１4回　日本スポ－ツマスタ－ズ　2014テニス競技　広島県予選

【　開　催　実　施　要　項　】



第14回 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 2014ﾃﾆｽ競技 広島県予選

　　　　　　　　　　　　※　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。
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酒井　秀樹 （アシニス） 細谷　隆浩 （３MK）
相田　靖之 （アシニス） 田頭　真二 （Ｙｅｌｌｏｗ　Ｓｏｘ）

山下　　聰 （廿日市LTC）

田中　正彦 （廿日市LTC）

達見　友啓 （リョーコーTC） 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ３４）

森綱　光臣 （リョーコーTC） 浅場　　敦 （デュ-ヴィラージュ）

宮本　和典 （J'sons） 中川　恒雄 （ＪＦＥスチール）

青山　　裕 （J'sons） 藤井　康司 （ＪＦＥスチール）

高尾　秀一 （サザンクロス） 新宅　和彦 （金曜塾）

土屋　光正 （サザンクロス） 沢田　和則 （金曜塾）

【男子３５歳　シングルス】

1 高杉　和正 （Chupa☆Chaps）
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近藤　剛史 （福山市職労）

2 BYE １０ 中原　光生 （Chupa☆Chaps）

9

（ながれもの）

3 爾摩　光洋 （福山市職労） １１ 岡崎　和洋 （やすいそ庭球部）

4 藤井多喜雄 （デルタ工業TC） １２ 田部　英樹

（やすいそ庭球部）

5 新谷　博文 （呉市役所） １３ 浜崎　　孝 （上本TS）

6 BYE １４ 加藤　　修

（広島大学硬式庭球部）

7 大賀　一孝 （ながれもの） １５ BYE

8 佐藤　清則 （福山市職労） １６ 関矢　寛史

SEED:１．高杉和正２．関矢寛史３～４．新谷博文・田部英樹

【男子４５歳　ダブルス】
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4 １２

5 １３

6 BYE １４

SEED:１．酒井・相田、２．新宅・沢田、３～４．宮本・青山、武田・浅場

7 BYE １５ BYE

8 １６



　

秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 山根　月美 （やすいそ庭球部）

清水　由佳 （西条ロイヤルＴＣ） 江藤　末子 （西条ロイヤルＴＣ）

瀬良　寿英 （福山ロイヤルＴＣ） 長谷井時代 （MRAテニスプランニング）

浜上美千恵 （福山ローン） 鈴木　加恵 (サザンクロス）

松下ひとみ （ＧＳＨ） 亀岡かほる （ＭＴＲ）

赤木　雅子 （ミズノＩＴＳ） 采原　知子 （サンデーＴＣ）

井上　亜紀 （西条ロイヤルＴＣ） 宮口理恵子 （西条ロイヤルＴＣ）

加藤　直美 （西条ロイヤルＴＣ） 野崎　和子 （福山ロイヤルＴＣ）

山口かずよ （やすいそ庭球部）

中島　真純 （Ｔ－Ｓｔｅｐ）

永川　寿子 （福山市職労） 小笠原久子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

藤岡　佳子 （福山市職労） 西村　りえ （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

戸田ゆかり （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ） 江渕　敦子 （やすいそ庭球部）

前田真智子 （Ｔｅａｍ　ＡＤＶＡＮＣＥ） 藤井理恵子 （ケ・セラ・セラ）

西本　晴美 （西条ロイヤルＴＣ） 岡　　くみ （西条ロイヤルＴＣ）

山崎やよい （みなみ坂ＴＳ） 宮松　久子 （西条ロイヤルＴＣ）

柏木　敦子 （やすいそ庭球部） 大坂　幸見 （西条ロイヤルＴＣ）

伊達　規子 （やすいそ庭球部） 熊谷　和美 （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ）

北岡　朋子 （西条ロイヤルＴＣ） 大谷　美穂 （松永ローン）

原　実智子 （ＳＩＺＥ） 小倉美奈子 （ＤＯＷＮ　ＵＮＤＥＲ）

松本万里江 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 高橋　陽子 （アシニス）

桑原ゆかり （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 藤田佐智子 （アシニス）

【女子４０歳　シングルス】

1 磯村ひとみ （中国企業㈱）
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清水　和子 （ヴォレTC）

2 BYE 6 浜崎　佳代 （上本TS）

5

眞田　美樹 （福山市職労）

3 加藤　順子 （サザンクロス） 7 近藤　博子 （西条RTC）

1 13

4 中村　逸美 （リョーコーTC) 8

SEED:１．磯村ひとみ、２．眞田　美樹

【女子４０歳　ダブルス】
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ＳＥＥＤ：１．秋吉・清水、２．高橋・藤田、３～４．山根・江藤、松本・桑原、５～８．戸田・前田、小笠原・西村、江渕・藤井、永川・藤岡
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