
<1> 主 催 ：広島県テニス協会・広島市テニス協会

<2> 後 援 ：広島県・（公財）広島県体育協会・広島市

<3> 日 程 ：２０２１年６月５日（土）　予備日：６日（日）

<4> 会 場 ：みよし運動公園テニスコート　（砂入り人工芝）

<5> 使 　用　 球 ：ダンロップ『FORT』

<6> 種 目 ：男女ペア　合計100歳以上・120歳以上　2種目

<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者

：45歳以上（年齢基準　1976年12月31日以前生まれ）

<8> シード・ドロー ：大会実行委員会において決定されました。

<9> 試 合 方 法 ：1セットマッチ・ノ－アドバンテ－ジ

：ﾘｰｸﾞ戦の後、ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式（エントリー数・天候により変更となる場合があります）

<10> ル　  ー　  ル：JTA「テニスルールブック2021」によります。

<11> 服　　　　　装：JTA「テニスルールブック2021」によります。

<12> 審　　　　　判：セルフジャッジ

<13> 委　　　　　員：ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 　…　　原田　京子

：ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 　…　　高橋　由啓

：大会委員長 　…　　川井　信太郎

<14> 集 合 ：Order Of Playにより、現地集合を原則とします。

<15> そ 　の  　他 a.本大会は、すべてのプレイヤーを公平に扱います。

<16> 注 意 事 項 ①マスク着用でご来場ください。

②『大会新型コロナウィルス感染対策ガイドライン』をご確認いただき、

　チェックリストの提出をお願いします。　チェックリストは事前にホームページ

　よりプリントアウトし記入してお持ちください。

③大会当日は、会場にて検温後受付となります。

第　2　回　　広島県ミックスダブルステニス選手権大会

　　　〔広島県テニス協会〕

　　　　　　　　　大会本部連絡先： ０９０－８６０４－６３９３　（大会当日のみ連絡できます）

【　実　施　要　項　】

b.本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。



　　　〔広島県テニス協会〕

　　　　　　　　　大会本部連絡先： ０９０－８６０４－６３９３　（大会当日のみ連絡できます）



氏名 所属

岡本　侑士 チームTK

藤井　理恵子 ケ・セラ・セラ

石井　勇司 T.C.S

石井　範子 T.C.S

新宅　和彦 金曜塾

二宮　裕子 サンデーTC

渡辺　修一 J'sons

望戸　洋子 やすいそ庭球部

宮本　和典 チームTK

岡本　幸美 チームTK

（Aブロック）

氏名 所属

藤井　多喜雄 ち～むB

川崎　佳香 TBN

原田　　清 アップルパイとシナモンテイー

原田　礼子 アップルパイとシナモンテイー

加藤　和博 五日市LTC

脇坂　洋子 五日市LTC

（Bブロック）
氏名 所属

碇　　愛治 リョーコーTC

山根　月美 やすいそ庭球部

中川　正敏 五日市LTC

蒲谷　真弓 五日市LTC

山下　　真 ノア広島西

月坂　美恵子 ノア広島西

（Cブロック）
氏名 所属

山崎　　実 チームTK

川井　貴子 チームTK

石田　隆三 五日市LTC

信川　妙子 五日市LTC

樫本　義人 サンデーTC

樫本　裕子 サンデーTC

（Dブロック）
氏名 所属

中川　勝範 金曜塾

中川　まみ TBN
林　　泰也 ３MK
林　いずみ ザ☆ミッツ

広本　宜彦 五日市LTC

杉内　左知子 五日市LTC

第２回　広島県ベテランミックスダブルステニス選手権大会ドロー

VS

Dブロック　１位

準決勝戦

決勝戦

VS

試合順序：１－２，２－３，１－３

試合順序：４－５，５－６，４－６

試合順序：７－８，８－９，７－９

試合順序：１０－１１，１１－１２，１０－１２

Aブロック　１位

VS

Bブロック　１位

Cブロック　１位

12

11

10

赤川・中川 林　・林 広本・杉内 完了試合 勝敗 順位

9

8

7

山崎・川井 石田・信川 樫本・樫本 完了試合 勝敗 順位

6

5

4

碇　・山根 中川・蒲谷 山下・月坂 完了試合 勝敗 順位

2

3

　　　試合順序：１－２・３－４，２－３・４－５，１－４・３－５，１－５・２－４，１－３・２－５

【１２０歳】ダブルス

1

完了試合 勝敗 順位藤井・川崎 原田・原田 加藤・脇坂

1

2

3

4

5

【１００歳】ダブルス

岡本・藤井 石井・石井 新宅・二宮 渡辺・望戸 宮本・岡本 完了試合 勝敗 順位



ＮＯ　７ ＮＯ　８ ＮＯ　９ ＮＯ１０

１００歳 １００歳 １２０歳A １２０歳B

１－２ ３－４ １－２ ４－５

FOLLOWED １２０歳C １２０歳D

by ７－８ １０－１１

１００歳 １００歳 １２０歳A １２０歳B

２－３ ４－５ ２－３ ５－６

FOLLOWED １２０歳C １２０歳D

by ８－９ １１－１２

FOLLOWED １００歳 １００歳 １２０歳A １２０歳B

by １－４ ３－５ １－３ ４－６

FOLLOWED １２０歳C １２０歳D

by ７－９ １０－１２

FOLLOWED １００歳 １００歳 １２０歳 １２０歳

by １－５ ２－４ SF SF

FOLLOWED １００歳 １００歳 １２０歳

by １－３ ２－５ F

２５ＭＡＴＣＨ

ベテランミックスダブルスOOP（６／５）

ST9:00

NB１０：００


