
<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 （公益財団法人）広島県体育協会
：広島市 （公益財団法人）広島市スポ－ツ協会

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

<4> 開催期日 ：女子　2020年12月5日（土）・12月6日（日） 
：男子　2020年12月12日（土）・12月13日（日）
（＊11月18日までメンバー変更を受け付けます。トピックス参照）
：8時45分集合のうえ、オール抽選します。

<5> 会　　　場 ：広島広域公園テニスコ－ト　（ハードコート/室内コ－トも使用します。）

<6> 種　　目 ：男子オープン、女子オープン

<7> 参加資格 ：広島県テニス協会に加盟している団体に登録している選手。

<8> 登録選手 ：1チーム４名以上7名までとします。

<9> 試合方法 ：トーナメント方式　　8ゲームプロセット（8-8後タイブレーク）ノーアド
：試合順序　　D1→D2→D3の3ポイントです。
＊D3は、兼ねる事はできますが、D1、D2と異なるペアで試合を行います。
：どちらかのチームが初回戦の場合のみ、3ポイントを行います。
　以降はポイント打ち切りになります。
：ウォームアップはサービス4本のみ

<10> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2020｣によります。

<11> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2020｣によります。各チーム名のロゴの大きさは問いません。
　コンプレッションパンツは着用可。

<12> 審　　　判 ：セルフジャッジ

<13> 委　　　員 ：ト－ナメント・レフェリ- 　   …  西川　絵理子
：アシスタント・レフェリ- 　   …  原田　京子

<14> 日　　　程 ：別添にありますタイムスケジュールを参照してください。

<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．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。

<16> 注意事項 ①予め要項に添付してある「コロナウイルス感染対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」をホームページより
　ダウンロードし、症状チェックリスト（選手用）を印刷のうえ記入して大会当日に提出
　してください。（用紙は当日会場にも用意いたします。筆記用具を持参してください。）
②選手が揃ったチームは検温を行い代表者は全員の症状チェックリストを持参のうえ
　受付を行ってください。
③オール抽選後、対戦が決まったらオーダーを本部に提出してください。
④ドロ－番号の若いチ－ムがボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者チ－ムが結果報告をお願いします。
⑤試合開始前の挨拶の時に選手が揃っていない場合は失格となります。
＊コロナウイルス感染防止のため、挨拶時の整列は行いません。
⑥雨天時もコート集合を原則とします。
　次の日程、試合開始予定時刻、集合場所は現地でレフェリーの指示に従ってください。
　雨が降っても待機して始めることがありますので注意してください。

<17> 連 絡 先 　090-4654-1985　  （大会当日のAM8：30以降に連絡がつきます）

<18> 大会参加選手及び選手関係者は別添の「新型コロナウイルス感染対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」を
熟読してください。

　　広島県チーム対抗テニス選手権大会

【　開　催　（実施）　要　項　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔広島県テニス協会　　大会運営委員会〕



広島県チーム対抗テニス選手権

※　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。

※　日程・時間経過・天候により、複数面対応の場合もあります。
※　試合の進行状況により、予定している次のラウンドまで行う場合もあります。

1R 9:15

2R Followed　ｂｙ

集合 8:45

大 会 日 程 表 (タイムスケジュール)

日　　程 12月5日（土） 12月6日（日） 12月12日（土） 12月13日（日）

3R

8:45

9:15

Followed　ｂｙ

集合

SF

F

Followed　ｂｙ

集合 8:45 集合

《広域公園》

女子

8:45

9:15

Followed　ｂｙ

男　子

予備日 予備日

3R

9:15

Followed　ｂｙ

Followed　ｂｙ

SF

F

1R

2R



1 Ｓｉｎｃｅ　34-A 梶川　聖織 平野　晃義 上本　啓伍 山本　晃史 寺本　崇史 梶田　博史

2 Ｓｉｎｃｅ　34-B 岡田　雅二 市川　直樹 古島　岬記 平川　大二 酒井　孝浩

3 Ｓｉｎｃｅ　34-C 武田　将孝 金井　　洋 阿比留琢磨 池田　大輔 白井　智章 和田　侑士

4 中国電力Ａ 山本　雄大 伊藤 壮一郎 半田　祐也 井上　省太 藤井　大貴

5 中国電力Ｂ 丸山　祐二 水野　将吏 岩田　法亮 池田　貴司 横山　大志 米澤　海知

6 ﾁｰﾑ６５ 石橋　正秀 中尾　真二 大迫　勝紀 湯浅　　隆 新山　佳尚 児玉　直之 中川　正敏

7 迷走中 塚野　恭太 江崎　里志 立田　憲正 才野　寛文 河野　貴之

8 どんぐりぼん軍Ａ 福田　朋晃 半場　正浩 中野　拓也 馬上　佳祐 小川　雄大 古田　　歩 青田　康秀

9 どんぐりぼん軍Ｂ 半場　史晃 下尾　博紀 井上　哲平 栗原　光平

10 ながれもの　 松尾  直樹 渡辺　修宏 松村　　駿 菅原　高迅 徳永　康宏

11 広島銀行 山本　　秀 岩田　康治 瀧岡　英則 内海　　裕 小林　慶太 竹田　勇希

12 パルクラ 東　　純平 津田　陽介 八谷　朋彦 脇本　　諒 栗原　健伸

13 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井　佑介 西村　守人 樋口　哲也 山本　　純 岡田　大樹 中島　蓮翔 大下　翔希

14 住田株式会社 野田　隆司 滝石　雄治 山田　瑠伊 杉村　僚介 中江　祥彦 渡辺　泰秀 荒井　俊輝

15 オシャ足 和田　典久 國好　翼 四水　健司 寺井　昴治 山口　泰史 塩谷　祐樹 足達　直樹

16 広島信用金庫Ａ 吉田　　滝 平尾　　旭 林　賢治 林　裕人 下谷　将之 木村　優太 藤岡　太一

17 広島信用金庫Ｂ 川本　　晃 大田　芳寿 吉岡　秀之 上原　康裕 長谷川順一 山本　貴之

18 シンコーテニスクラブＡ 新藤　　晃 荻野　陽平 田中　佑弥 丸田　壮一 用松　基敬 河口　彰大

19 シンコーテニスクラブB 松本　英之 谷川　　翼 眞柴　　渉 山口　恭平 新田　大介 佐藤　元嗣 中郷　将徳

20 大洲ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 今井　直文 日原　洋昌 上加　潤 丸田　善也 船場　俊昭 後藤　昌彦 丸山　順一

21 シリウス 青井　眞三 藤原　俊彦 森田　和稔 山内　立春 森田　正道 池田　博昭

22 ＧＲＡＮＤＥ 猪口　彰顕 岡村　ケント 谷岡　　築 小倉 希代志 生野　　藍 伊藤　祐也

23 廿日市ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田中　正彦 川本　　真 井上　善広 釜野　昇 木野 伸一郎

24 オールマソ 渡辺　勝人 和田　敏郎 中村　真一 小林　秀敏 中尾　　修 岡田　恭典 大江　光信

25 チームY² 大田　義之 照井　真成 藤田　裕志 古東　良麻 大下　彰彦 中島　匠平

26 NRC 若宮　　斉 見立　卓摩 椹野　直也 田ﾉ上　舜哉 津澤　裕典 荒川　拓也 中島　俊介

27 ME2TC 上村　陵志 三好　悠太 安食　教徳 藤田　晋介 森野　義晃 渡邉　康太

28 GOOD　TIME　A 木田　将浩 長嶋　秀諭 川井　清一 斎藤　広太 神野　良太 岡村　直樹

29 GOOD　TIME　B 藤田　智也 佐々木 理峰 今井　雄介 安澤　公哉 原　　琢磨 高梨　智弘

30 GOOD　TIME　C 今津　正博 有田　俊秀 田島　準平 大心地　亮 益　　達郎

31 Avantage 川本　英貴 花牟礼　良平 平中　勇気 有光　俊太郎 平野　甲一郎 河野　大樹 新村　　望

32 アヴァ ×パルクラ 森原　拓弥 向後　慶一 小村　健人 森田　智紀 藤原　隼人 土井　翔平
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1 サンデーＴＣ 樫本　裕子 中村　　律 森島　尚子 福山　智美 鈴木　晴代 大和　嬉子

2 ＮＪＣ 倉永　尚美 久保　淳子 清水　聡美 田中　エミ 小川佳代子 花房　ちえ

3 カントリーマアム 石川　桐子 向井かつみ 小倉美奈子 赤木　雅子 羽田美和子 岡　くみ

4 最高でーす！！ 三反田多智子 川本　桃子 丸田恵津子 小原　美穂 山﨑 やよい 河野　良子 采原　知子

5 ＭＴＲ 上田　実鈴 槙平　佳代 清水　直子 津田登喜子 佐々木 りか 西本　晴美

6 マツダ㈱ 恩田　江理 小池　　麗 今井　洋子 谷村　さやか 竹歳　彩子 永田亜紀子 鮎川　有希

7 宮島TC 国本　恭子 庄司　佳子 三味　祥子 徳永　博子 影畑　佳代 吉田　博子

8 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 今田　美智子 松田　智美 井川　美穂 丸山 真奈美 曽田　圭子 濱尾　優子

9 西条ﾛｲﾔﾙTC　 加藤　直美 井上　亜紀 宮﨑 奈々江 北岡　朋子 清水　由佳 近藤　博子

10 やすいそＳＩＺＥ 井上　かや 亀岡かほる 窪田　綾佳 白井　雅子 冨田明日香 元原　美香

11 ミラクルらいおん 中本　直美 川本 由紀子 松澤　明美 松浦　麻里 冨山　典子

12 ﾁｰﾑ　８１ 伊藤　幸恵 梶岡智佳子 安村美千代 山口かずよ 山田香代子 山根　月美

13 猛虎の会 亀田美也子 高野さゆり 内藤　淳子 林　　由美 真部　友紀 望戸　洋子 山本あゆ美

14 フワッとバルーン　unit 高木　理恵 片倉なお子 西江　宏美 井町　陽子 福田　　舞 若元　早苗

15 たんぽぽ 大谷久美子 田中　靖子 増本　真澄 中西　　薫 森川美和子 江渕　敦子 植田恵理加

16 のあのあ号 中村　良枝 懸川　良恵 西見　浩美 堀　　栄子 小宇羅 洋子 川上　満恵

17 ミックスベリー 秋吉　緑 松本万里江 桑原ゆかり 中島　真純 原　実智子 亀井　美香 土田　晶子

18 ﾁｰﾑ　ｸﾗｯｼｭ 井上　陽子 上杉　千里 岡本　幸美 高浜　和子 川井　貴子 今子　紀子

19 どんぐりぼん軍 大濱　由希 成毛 香久野 長妻　遥奈 青田友里絵 岩田　　歩 後藤田　恵

20 ＢＢＰ 岩田　麻美 熊谷　和美 塚本　直美 古市　祐子 松浦　玲子 丸山　真澄 戸田　ゆかり

21 赤ずきんちゃん 白坂　美幸 山本　佐織 武内　佳恵 増田　栄映 安村　恵子

22 みゅみゅ 本多　ユミ 二川　夏子 清水　雅子 村田多佳子 福永　朋子 吉田　由佳

23 ノア広島西Ｂ 原田　志穂 平井　昭子 月坂　美恵子 藤本　美紀 渡辺　　啓 江野　かおり 柳川　由貴

24 ビックリーず。 藤井　敦子 嶋田　晶子 己斐　恵子 久光真由美 井上美由紀 高田　智加子 牛尾　久美子

25 ピクミン 森　　里恵 谷川　麻里子 林　　由梨 村上　真希 小橋　悠子

26 ケイコの奇妙な冒険 石下　春恵 清水真由美 坪井　澄枝 正木　恵子 松尾　直美

27 Win　The　Match 石原　梨奈 金山　久美子 田中　芽久美 南角　恵理 西久保絵里 安成　靖子

28 コスモス 河村　秀子 藤井理恵子 柏木　敦子 中木　淳子 木口　美月

29 もみじ 大田真由子 小杉　知子 松永美由紀 藤田　寿美 林　浩子 山田　沙苗 増　　佳代

30 トライ 福居　和美 古賀美智子 角舎　容子 最上　孝子 森　美保子
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