
１　日時　 平成２４年５月２０日（日）　　　　　予備日：５月２７日(日）

２　会場 呉市総合スポーツセンター　テニス場（10面）

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　）

４　試合時間 ９時３０分開始　～　１７時３０分終了予定

５　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。）

６　試合方式 （１） ５ダブルスチーム対抗戦 　（　予選はラウンドロビン、　その後はトーナメント方式　）

（２） 全試合　８ゲームズプロセット（セミアド）

（３） 勝敗決定後も全ての試合を行います。

（４） 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　）

（５） オーダーが５ペアに満たない場合には、相手ペアの勝利となりますが、

既に出場した者が重複しても良いので、５ダブルスの対戦として下さい。

（６） リーグ戦の順位付けは、勝率、同率２チームの場合は直接対決勝者、

同率３チームの場合は取得ゲーム率で行います。

７　注意事項 （１） 駐車場及び通路での練習は禁止します。

（２） 試合前のウオームアップは、サービス５本のみです。

（３） 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　）

（４） 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。

（５） 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。

（６） 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。

（７） 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。
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（　１２団体、１３チーム　）

ＹＳＹ 海保大 ＳＵＮＤＡＹ　Ａ ＳＵＮＤＡＹ　Ｂ ＵＰ．Ｓｅｔ 熊野ローン 海自呉

1 山本　一洋 平野　貴人 古澤　邦史 山岡　真 若林　健二 馬上　和也 千々和　剛

2 大島　健一 吉村　友一 山岡　晃崇
ｳｲﾘｱﾑ･ﾌﾚｲﾀ
ｽ

勝谷　和隆 岡崎　亮 中村　大吾

3 大島　薫 東野　真 浦野　圭介 前岡　俊一 藤井　一真 上田　和磨 山中　邦明

4 笹原　大樹 岡田　弘行 西本　大亮 森中　雅臣 馬場　浩嗣 上田　有香 山口　義徳

5 福田　朋晃 溝端　大貴 谷本　恭治 渡部　和彰 山根　誠二 山下　政信 森原　幸造

6 赤松　学 奥田　一彰 山岡　輝晃 山本　政見 上田　直樹 堀田　省三 倉見　隆俊

7 木船　寛史 池尻　拓樹 山岡　茂 冨吉　賢治 清森　健司 山口　建暉 今城　叔男

8 馬上　佳祐 芦達　和優 中田　洋平 高本　光之 石嵜　和孝 山根　淳志 中武　昌洋

9 浅尾　靖馬 浅井　啓太郎 稲根　良一 中村　正二 大中　拓也 高橋　司 川井　光信

10 松岡　宏介 小野　高志 中田　新一 西川　一喜 川下　博幸 山本　正明 大谷　竹五郎

11 小山　浩希 石原　康剛 鎌倉　真一 川下　大輔 井上　貴史 宝持　久生

12 青田　康秀 上田　久司 江川　弘記 大脊戸　嗣顕 田中　千春

13 高橋　誉志彦 浜崎　雅彦 草野　滉尚 城　祐吉

14 下野　典記 丸子　吉則

15 長友　健司

16

17

18

Team ADVANCE ＪＳＷ 世羅ＴＣ ウエスト みなみ坂 呉市役所 昨年成績

1 高本　明 山本　惟由 末廣　眞一 ｱﾝｿﾆｰ･ﾈﾋﾟｱ 渡辺　修宏 小松　敏夫  優勝

2 小河　誠 木下　雅 宮本　健太郎 藤川　清明 坂根　圭祐 枇杷木　良 みなみ坂

3 高村　義春 原本　千弘 岡田　泰典 高橋　満壽夫 中野　修一 岡田　光弘  準優勝

4 前原　昌明 常光　良彰 松尾　直樹 手柳　孝文 田部　英樹 村田　将雄 ＹＳＹ

5 丸岡　昌水 秋本　達也 迫田　憲司 尾田　行令 松永　大勲 上本　成夫

6 春田　直樹 堀田　靖 藤井　良則 多幾山　斯梵 森永　雄一郎 新谷　博文

7 山本　浩二 東定　誠 川原　真二 高橋　英治 徳永　康宏 高田　昌典

8 木山　義雄 久隅　一也 川端　恭平 足利　明 河村　悠太 岡本　達伸

9 楠原　文生 須山　友樹 田村　正利 二井谷　研二 東　武士 沖本　幸郎

10 山森　昭徳 山口　篤典 小野　重文 藤川　耕一 秋吉　謙一郎 高橋　はるひ

11 宮本　和典 住川　誠 岡本　和雄 門　哲男 阿比留　琢磨 原垣内　清治

12 西本　知生 妹尾　幸治 森本　謙二 深谷　泰之

13 畑野　直 山田　満夫 小川　芳生 今橋　和之

14 平野　峻之 山本　雅司

15 小松　辰也 渡　政博

16 中村　亮太 宮原　治男

17 出口　貴大

18
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ａブロック 【備考】　昨年の優勝及び準優勝チームは抽選不要とします。

① ② ③ 順位

みなみ坂

① みなみ坂 ａ1 ａ2 準決１

② ａ1 ａ3

③ ａ2 ａ3

ｂブロック

④ ⑤ ⑥ ⑦ 順位

④ ｂ1 ｂ3 ｂ6

⑤ ｂ1 ｂ5 ｂ4

⑥ ｂ3 ｂ5 ｂ2

⑦ ｂ6 ｂ4 ｂ2

決勝

ｃブロック

⑧ ⑨ ⑩ 順位

⑧ ｃ1 ｃ2 準決２

⑨ ｃ1 ｃ3

⑩ ｃ2 ｃ3

ｄブロック

⑪ ⑫ ⑬ 順位

ＹＳＹ

⑪ ＹＳＹ ｄ1 ｄ2

⑫ ｄ1 ｄ3

⑬ ｄ2 ｄ3

　タイムスケジュールとコート割

コート  9時30分～  11時～  12時30分～  14時～  15時30分～　　 16時30分～　　 表彰

Ａ１～（Ａ３） ａ１ ｄ1 ｃ2

（Ａ３）～Ａ５ ｂ１ ｂ3 ｂ5

Ｂ１～（Ｂ３） ｂ2 ｂ4 ｄ2 ｃ3

（Ｂ３）～Ｂ５ ｃ1 ａ2 ａ3 ｄ3

準決１

準決２ 決勝

ｺｰﾄ開放

Ｈ２４年度 呉市民体育大会（団体戦）
ドロー及び進行表

ｂ6

17時30分


