
 1.主　　　  催 ：　広　島　県　テ　ニ　ス　協　会

 2.後　　  　援 ：　広島県教育委員会・（公財）広島県体育協会・広島市・（公財）広島市スポーツ協会

 3.協　　  　賛 ：　株式会社　ダンロップスポ－ツマーケティング

 4.期　　  　日 ：　2015年　4月25日（土） 　　【予備日　26日（日）】

 5.会　　  　場 ：　瀬野川運動公園テニスコート　（オムニコート）

 6.種　 　   目 ：　男子 ４５才・５５才　ダブルス

    女子  ４５才　ダブルス

 7.参 加 資 格 ：①居住地からの参加…県内に2015年（平成27年）4月1日以前から引き続き居住している者

　②勤務地からの参加…県内に2015年（平成27年）4月1日以前から引き続き勤務している者

　③満45歳以上・・・1970年（昭和45年）12月31日以前に出生の男女とする。

　　 満55歳以上・・・1960年（昭和35年）12月31日以前に出生の男子とする。

　④必ず市町協会へ登録している者（女子連登録のみは不可）

 8.試 合 方 法 ：８ゲームプロセット、セミアドバンテージ方式（各ゲーム２回目のデュースの時、

   ノーアドバンテージ方式に切り替える）とします。

 9.ル  ー  ル ：JTA「テニスルールブック　2015」によります。

*筋けいれんについて…　　
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…　
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.試合開始時間 ：2015年　4月25日（土）

天候及び試合の進行状況によっては、1日で終了しない場合もありますので、ご了承ください。

11.使   用   球 ：　ダンロップ『FORT』

12.そ   の   他 ：　①本ト－ナメントはすべての選手を公平に扱います.

　　②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.

　　③競技中の怪我等に就きましては、応急処置は取りますが、責任は負いかねます。

　　④今回ご記入いただいた個人情報は大会資料作成、ﾄﾞﾛｰ送付目的以外では

　　   使用しません。

　　⑤中国大会　5/23～24　岡山県岡山市（浦安総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ）

       全国大会  7/24～26　岩手県盛岡市（市立太田ﾃﾆｽｺｰﾄ）

    ⑥代表選手の費用負担について

      中国・全国大会の経費は、県協会から傘下協会に請求するものとする。

      なお、傘下協会から選手に対して費用負担の請求が発生する場合があります。

     選手の参加協会については、下記優先順位と致します。

          １．在住

          ２．勤務地

          ３．１～２に該当しない選手は別途協議する。

【広島県テニス協会・大会運営委員会】

10:20 ２Ｒ - -

※コートコンディションの影響で、本大会は4面対応となります。

ＳＦ

11:10 - - ２Ｒ

Followed by ＳＦ ＳＦ

　　⑦大会期間連絡先　090-7379-6197　（大会日　AM8：30以降に連絡がつきます）

Followed by Ｆ Ｆ Ｆ

9:00 １Ｒ １Ｒ １Ｒ

9:30 - ２Ｒ -

第３９回　全日本都市対抗ベテランテニス大会　広島県予選
【　開 　催 　要 　項　】

タイムスケージュール

男子４５歳 男子５５歳 女子４５歳



第３９回　都市対抗ベテランテニス　広島県予選大会

酒井　秀樹 （アシニス） 河野　克徳 (Chupa☆Chaps)

相田　靖之 （アシニス） 中山　　満 (Chupa☆Chaps)

西川　一男 （マツダ㈱）

岩城　祐二 （マツダ㈱）

岡本　英昭 （チームＴＫ）

中本　裕隆 （チームＴＫ）

森綱　光臣 （リョーコーＴＣ） 関矢　寛史 （広島大学硬式庭球部）

達見　友啓 （リョーコーＴＣ） 今井　英二 (マツダ㈱）

土屋　光正 （サザンクロス） 杉原　　亮 （リョーコーＴＣ）

高尾　秀一 （サザンクロス） 石崎　雅和 （リョーコーＴＣ）

岡谷　治男 （中国電力ＴＣ）

石丸　淳一 (ルネサンス広島）

宮本　和典 （Ｊ’ｓｏｎｓ） 沢田　和則 （金曜塾）

青山　　裕 （Ｊ’ｓｏｎｓ） 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ３４）

髙本　　明 （Ｔｅａｍ　ＡＶＤＡＮＣＥ） 寺尾　佳雄 （高美が丘ＴＣ）

中川　勝範 （金曜塾） 妹尾　幸治 （西条ロイヤルＴＣ）

林　　祐次 （ノアインドア広島西）

土屋　明夫 （かかしテニスクラブ）

樫本　義人 （サンデーＴＣ）

下川　寿春 （サンデーＴＣ）

田中　正彦 (廿日市ＬＴＣ） 川井信太郎 （チームＴＫ）

山下　　聰 (廿日市ＬＴＣ） 山崎　　実 （チームＴＫ）

中川　恒雄 （ＪＦＥスチール） 石川　立興 （金曜塾）

藤井　康司 （ＪＦＥスチール） 山田　和敏 （金曜塾）

歌田　　豊 （リョーコーＴＣ）

青木　　茂 （リョーコーＴＣ）

中尾　真二 （広島医師ＬＴＣ）

大迫　勝紀 （広島医師ＬＴＣ）

森原　浩紀 （チームＴＫ） 藤井多喜雄 （デルタ工業ＴＣ）

岡本　和雄 （アキラＩＴＣ） 渡部　訓寵 （ノアインドア広島西）
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【男子４５歳ダブルス】
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第３９回　都市対抗ベテランテニス　広島県予選大会

江藤　末子 （西条ロイヤルＴＣ） 西村　りえ （Ｔ．ＪＯＨ）

山根　月美 （やすいそ庭球部） 戸田ゆかり （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ）

眞田　美樹 （福山市職労） 藤井理恵子 （ケ・セラ・セラ）

星野奈緒美 （福山市職労） 宮松　久子 （西条ロイヤルＴＣ）

中川　まみ （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ） 川崎　佳香 （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ）

風呂本理矢 （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ） 永川　寿子 （福山市職労）

長谷井時代 （サザンクロス）

加藤　順子 （サザンクロス）

中村　逸美 (リョーコーＴＣ） 秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

古市　祐子 （Ｔ．ＪＯＨ） 清水　由佳 （西条ロイヤルＴＣ）
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【女子４５歳ダブルス】
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