
主催　：　「呉市」　及び　「呉市体育協会」

競技主管　：　呉市テニス協会

１　日時　 平成２７年５月２４日（日）　　　　　予備日：５月３１日(日）

２　会場 呉市総合スポーツセンター　テニス場

オムニコート１０面　（Ａ１～Ａ５、Ｂ１～Ｂ５）　：　９時～１７時

３　集合時間 ９時 （　９時～９時２０分はウォーミングアップ用にコートを開放します　）

　　・・・　今回は、１３チームですので、各チーム１コート以内で公平に使用して下さい。　

４　試合時間 ９時３０分～１７時　　

５　申込方法　 呉市テニス協会ホームページにあるエントリーシートを使用して下記に申込み下さい。

６　申込先 呉市テニス協会　事務局

e-mail　：　ohtaie@ybb.ne.jp  又は　k.tennis@minos.ocn.ne.jp
Fax　　　：　０８２３－３６－２１９９

７　申込期限 平成２７年５月１６日（土）

８　ドロー 抽選により決定　（　当日、各代表者の方は９時に本部に集合して下さい。）

９　試合方式 （１） ５ダブルスのチーム対抗戦とし、試合方式は、エントリー数によって決定します。

（２） ５ダブルスの人数が揃わないチームは大会にエントリーできません。

（３） 順延となりオーダーが５ペアに満たない場合には、代表者は対戦チームにその旨を

伝え、オーダー順序は１～対戦数としてオーダー交換をして試合を行います。

（４） 対戦ペアがいない試合については、相手ペアの勝利となりますが、空きコートが発生

する場合には、選手が重複しても良いので、なるべく５ダブルスの対戦として下さい。

（５） 勝敗決定後も全ての試合を行います。

（６） 各チームの代表者は、試合開始までに、オーダー用紙を３部作成して下さい。

（　本部提出用、　対戦相手用、　自チーム控用　）

（７） リーグ戦方式の場合、順位付けは、勝率、同率２チームの場合は直接対決の勝者、

同率３チームの場合は取得ゲーム率で行います。

10　表彰 優勝（商品券２万円）、準優勝（商品券１万円）、第３位（ソックス）

1１　注意事項 （１） 試合前のウオームアップは、サービス６本のみです。

（２） 呉市テニス協会に登録しているチーム所属の選手しか、出場できません。

（　エントリー選手の当日変更は認めます　）

（３） コート整備は、そのコートが最終試合になる場合のみ、両者で行って下さい。

（４） ボールは、対戦毎に若番のチームが本部に取りに来て下さい。

（５） セットボールは敗者チームがそのまま、お土産としてお持ち帰り下さい。

本部への返却は不要です。

（６） 会場内に持ち込んだ弁当などのゴミは、必ず各自で持ち帰って下さい。

２０１５（Ｈ２７）年度 呉市民体育大会（テニスの部、団体戦）
要　　項

○ 中止決定について
試合当日の開始時間に、レフェリーが現地確認をした上で、中止を決定します。
会場はオムニコートですので、水はけは良いものの、雨天の場合は状況判断が難しい状況です。
（選手の方は、現地集合が原則です。）
レフェリーから事務局に中止決定連絡が入った場合には、中止情報を、呉市テニス協会の
ホームページ（HP) http://www.kure-tennis.com/ に掲載してお知らせします。
開催が怪しい場合には、事務局も現地に行って最新情報をＷｉ－Ｆｉ機能でＨＰにアップする方法
で、遠方から来場される選手にも配慮します。
会場の状態や天気予報も鑑みて、明らかに悪天候でプレイ出来ない状況の場合には、試合前日
に中止発表をする場合もあります。
従って、試合の前日や当日は細目にHPの更新チェックをして下さい。
試合当日に早朝から事務局に問合せ電話される方もおられますが、
今後はスマホの普及と共に事務局での電話留守録応答は廃止して行きます。
５月２４日（日）が中止となった場合には、５月３１日（日）に順延して開催します。
尚、中止決定後の、順延や残り試合情報についても、呉市テニス協会のHPに掲載しますので、
ご確認の上、対応をお願いします。



参考　：　 昨年度（　１１団体、１２チーム　）

ＹＳＹ　Ａ ＹＳＹ　Ｂ 海保大 ＳＵＮＤＡＹ　Ａ ＳＵＮＤＡＹ　Ｂ ＪＳＷ 世羅ＴＣ

1 大島　健一 山本　一洋 三上　新 古澤　邦史 谷本　恭治 山本　惟由 末廣　眞一

2 大島　薫 内海　裕 加藤　誠也 山岡　晃崇 上田　久司 木下　雅 岡田　泰典

3 馬上　佳祐 古島　岬記 藤田　雲母 浦野　圭介 浜崎　雅彦 常光　良彰 松尾　直樹

4 青田　康秀 福田　朋晃 今岡　桂子 西本　大亮 森下　章太郎 秋本　達矢 迫田　憲司

5 溝山　智樹 笹原　大樹 仲　誠也 山岡　輝晃 清森　健司 東定　誠 宮迫　貴正

6 玉理　聖也 半場　正浩 高木　将悟 山岡　茂 富吉　賢治 久隅　一也 久富　昭一

7 青田　嵩正 中野　拓也 伊村　知憲 山岡　真 谷本　進 須山　友樹 末廣　昌敬

8 岩田　寛史 木船　寛史 綱脇　一総 中田　洋平 水野　翔太 住川　誠 酒井　光洋

9 半場　史晃 松浦　宏幸 飯田　大生 石原　康剛 水野　猛 山田　満夫 岡本　和雄

10 西村　剣 下東　大介 大石　小鉄 上田　和磨 上田　晃司 小松　辰也 川端　恭平

11 林　裕人 伊藤　大将 若狭　圭 山本　政見 大本　康平

12 岡田　佳世子 高本　光之 渡邊　将太

13 中船津　裕之 井出　直弥

14 末政　鉄也

15

海自呉 Ｐｏｔｂｅｌｌｙ ウエスト 呉市役所 ＵＰ、Ｓｅｔ WinTheMatch

1 千々和　剛 若山　達也 尾田　行令 小松　敏夫 藤井　一真 石原　慎士

2 中村　大吾 中村　晃 藤川　清明 枇杷木　良 勝谷　和隆 安成　靖子

3 山中　邦明 上床　裕之 高橋　英治 古土井　尚一 勝谷　修成 渡辺　修宏

4 森原　幸造 大倉　優之介 足利　明 村田　将雄 山根　誠二 小嶋　幹男

5 倉見　隆俊 成輪　健 仁井谷研二 上本　成夫 石嵜　和孝 高村　秀

6 中武　昌洋 曽田　是則 門　哲男 新谷　博文 大中　拓也 久保　真也

7 大谷　竹五郎 阪田　安彦 宮原　治男 高田　昌典 アンソニーネピア 久保　紗季

8 宝持　久生 佐々木　陽一 森本　謙二 岡本　達伸 梶本　晃太 武田　将孝

9 田中　千春 白坂　和徳 手柳　孝文 沖本　幸郎 髙　悠亜 坂根　圭祐

10 後藤　幸洋 日高　睦実 蔦　洋 高橋　はるひ 神垣　雅也 菅原　高迅

11 前濱　伸 畠中　義弘 中吉　真秀 濵本　晃 金山　久美子

12 小笠原　寛 松田不二夫 福原　祐樹 川下　大輔 安成　崇行

13 高橋　誠 河原　昭宏 川下　博幸

14 前岡　直樹

15 佐伯　哲也

16 門脇　渓

17 池田　徳重

18 杉本　茂雄

19 野町　建夫

20 本多　健二

最近の成績

区分 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年

優勝 ＹＳＹ みなみ坂ＴＳ ＹＳＹ ＹＳＹ WinTheMatch

準優勝 ＳＵＮＤＡＹ　Ａ ＹＳＹ ＳＵＮＤＡＹ　Ｂ みなみ坂ＴＳ ＹＳＹ

２０１５（Ｈ２７）年度 呉市民体育大会（団体戦）
５ダブルス団体戦メンバー表

（　１１団体、１３チーム　）



試合方式　：　全て６ゲームズ先取（セミアド）とします。

【 備考 】　 ●　ドローは、先に同一団体２チームを分けた形で、試合当日に残りを抽選とします。

　　（　昨年の優勝、準優勝チームも平等の抽選とします。　）

　　・・・　代表者の方は、受付時に抽選をお願いします。

●　勝者チームは、本部に試合結果の報告（ゲーム数単位）をお願いします。

●　敗戦チームには、その都度にセットボール（１０球）を差し上げます。

●　今年度は３位決定戦を設けました。（第３位賞品は選手人数分のソックスです）

1 2 3 4

Ａブロック SUNDAY　B

1 a1 a3 a6

2 SUNDAY　B a1 a5 a4

3 a3 a5 a2

4 a6 a4 a2

準決－１

5 6 7

Ｂブロック YSY　A

5 YSY　A b-1

6 b-1

7

b-1の敗者が７と対戦します

決勝戦

8 9 10

Ｃブロック YSY　B

8 c-1

9 c-1

10 YSY　B

c-1の敗者が１０と対戦します

準決－２

11 12 13

Ｄブロック SUNDAY　A

11 SUNDAY　A d-1

12 d-1

13

d-1の敗者が１３と対戦します

　タイムスケジュールとコート割 （　　）コートは他ブロックと交互使用を意味します

コート  9時30分～  10時50分～  12時10分～  13時30分～  14時50分～　　 15時40分～　　１７時

Ａ１～（Ａ３） a１ a3 a5

（Ａ３）～Ａ５ a2 a4 c3

Ｂ１～（Ｂ３） b1 d1 b2 b3

（Ｂ３）～Ｂ５ c1 c2 d2 d3

9時～9時20分迄は練習

２０１５（Ｈ２７）年度 呉市民体育大会（団体戦）
ドロー及び進行表

表彰

３位決定戦

a6
Aｺｰﾄ全面

準決１

準決２ 決勝戦

３位決定戦


