
・主　　催 城陽テニス協会
・後　　援 城陽市教育委員会、城陽市体育協会、(公財)城陽市民余暇活動センター

星和電機株式会社
・日　　時 平成２９年９月１７日（日）、２３日（祝土）、２４日（日）
・会　　場 鴻ノ巣山運動公園テニスコ─ト（ハードコート）
・大会役員大会会長 増山　晃章

大会副会長 大野　博
大会実行委員長田畑　　徹
大会実行副委員長加藤　幸雄
レフェリ- 加藤　幸雄
競技委員長 室矢　和祐
競技担当委員 喜多　輝明、梅田　十三雄、服部　比呂子

新井　勉、中島　敏之、嘉山　喜治、高橋　與太郎
楠見　真澄、四方　麻矢、丸茂　真由美
入江　靖一、山本　典幸、伊藤　千郡

・試合球 ブリヂストン・ＸＴ８　
・試合形式1）各部単位でのリ-グ戦、総当たり戦を行なう。

2）１セットマッチ（６-６タイブレ-ク　ノ-アド方式）。
3）試合は勝敗ポイントに関係なく３マッチすべてを行う。

・試合日程・試合開始時刻・会場

城陽テニス協会

会場 試合開始時刻

9:00～　  ライジング / ナイターＴＣ

              Team クレセントM

              けっこうええやんJTC-B

9:30～  ポルト・ドゥ・ミチ　C

              0-40Let's

鴻ノ巣山

運動公園

テニスコ─ト

（ハードコート）

9:00～　   ポルト・ドゥ・ミチ　Ａ　/　サン城陽　A

　　　　　　　JLTC・A　/　０-４０YOU

9:30～　   ポルト・ドゥ・ミチ　B

9:00～　  けっこうええやん　JTC-A

　　　　　   Return　Ace　BS

　　　　　　 INOUE.T.A ラフレシア　/　OOPS

9:30～　   こうのすテニスクラブ　/　サン城陽　B

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ

日程

2016/9/17

予備日10/29

2016/9/23

予備日11/26

2016/9/24

予備日12/10

種目

１部リーグ

2部リーグ

3部リーグ
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・注意事項

（１）出場選手は、各チーム６人以上で揃って試合開始時刻の１５分前までに大会本部に届け出て下さい。
（時間厳守）遅刻した場合は全試合オープンゲームに成ります。

（２）試合中のユニフォームは、テニスTシャツを可とします。
（３）名前をコールされて５分以内にコートに入らない場合、棄権とする事が有ります。
（４）試合前の練習は各人サービス６本のみとしますのでご協力をお願いします。

但し、進行の都合により変更する場合がありますので、大会本部の指示に従って下さい。
（５）審判は原則としてセルフジャッジとします。
（６）メディカルタイムアウトは、１回当たり３分以内で２回を限度とします。
（７）雨天の場合でもコートの使用が可能になれば試合を実施しますので、当該時刻に必ず出席を

届けて下さい。（届出が無い場合は棄権にする事があります）
（８）雨天時の問合せは、必ず下記の携帯サイトで確認して下さい。（HPからもアクセスできます）

●携帯サイトアドレス　http;//k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/joyotennis/
●電話での対応は致しません。

（９）雨天等による中止の場合は、携帯サイトに『試合中止』を掲載します。
●この場合は、大会本部への出席の届出は不要です。

（１０）携帯サイトにアクセス出来ない場合は、当該時刻に出席を届け出て、
大会本部の指示に従って下さい。

（１１）延期された大会は、進行の都合により試合方法等を変更する場合があります。
（１２）試合中の事故や貴重品の保管については、各自の責任として処置して下さい。
（１３）その他　　日本テニス協会のルールに準じて行います。

城陽テニス協会
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＊５位のチームは３０年大会は２部の参加とします。

　リ-グ戦での勝ち数が同率の場合の順位決定基準

（１）勝ち組み数の多い方を１位とする。

（２）対戦相手との勝敗結果とする。

（３）ゲ-ム得失数差で決定。

（４）更に勝敗がつかない場合、代表者によるタイブレークで決定。

城陽テニス協会

7 6

ポルト・ドゥ・ミチ　Ａ

JLTC・A サン城陽A
ポルト・ドゥ・

ミチ　Ａ

０-４０

YOU

ポルト・ドゥ・

ミチ　B
勝敗 順位

JLTC・A

サン城陽　A

ポルト・ドゥ・ミチ

B

1

3

5 2

10 4

8

9

男子１部リーグ

０-４０YOU

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ
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＊2対戦目は初戦の負け残り

＊2対戦目は初戦の負け残り

　リ-グ戦での勝ち数が同率の場合の順位決定基準

（１）勝ち組み数の多い方を１位とする。
（２）対戦相手との勝敗結果とする。
（３）ゲ-ム得失数差で決定。
（４）更に勝敗がつかない場合、代表者によるタイブレークで決定。
（５）各ブロック予選リーグ２位どおしで勝敗数、ゲーム数で順位確定

　上位が決勝リーグ、下位が順位リーグになります。

城陽テニス協会

Aブロック

INOUE.T.A

ラフレシア

こうのすテニスクラブ

Bブロック

Return　Ace　BS

OOPS

サン城陽　B

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ

けっこうええやん

JTC-A
OOPS サン城陽　B 勝敗数 ゲーム数 順位

けっこうええやん

JTC-A

男子２部予選リーグ

Return　Ace　BS
INOUE.T.A

ラフレシア
こうのすテニスクラブ 勝敗数 ゲーム数 順位

1

1
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＊2対戦目は初戦の負け残り

＊2対戦目は初戦の負け残り

＊１位のチームは３０年大会は１部の参加とします。
＊６位のチームは３０年大会は３部の参加とします。

　リ-グ戦での勝ち数が同率の場合の順位決定基準

（１）勝ち組み数の多い方を１位とする。
（２）対戦相手との勝敗結果とする。
（３）ゲ-ム得失数差で決定。
（４）更に勝敗がつかない場合、代表者によるタイブレークで決定。

城陽テニス協会

男子２部決勝リーグ

2位上位
1

Bブロック3位

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ

勝敗数 ゲーム数 順位

Aブロック1位

Aブロック3位
1

男子２部順位リーグ

Bブロック1位

勝敗数 ゲーム数 順位

2位下位
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＊2対戦目は初戦の負け残り

＊2対戦目は初戦の負け残り

　リ-グ戦での勝ち数が同率の場合の順位決定基準

（１）勝ち組み数の多い方を１位とする。
（２）対戦相手との勝敗結果とする。
（３）ゲ-ム得失数差で決定。
（４）更に勝敗がつかない場合、代表者によるタイブレークで決定。
（５）各ブロック予選リーグ２位どおしで勝敗数、ゲーム数で順位確定

　上位が決勝リーグ、下位が順位リーグになります。

城陽テニス協会

0-40Let's

Team クレセントM

ライジング

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ

男子３部予選リーグ

Aブロック ライジング 0-40Let's Team クレセントM 勝敗数 ゲーム数 順位

1

Bブロック ナイターＴＣ
けっこうええやん

JTC-B
ポルト・ドゥ・ミチ　C 勝敗数 ゲーム数 順位

ナイターＴＣ

けっこうええやん

JTC-B

1

ポルト・ドゥ・ミチ　C
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＊2対戦目は初戦の負け残り

＊2対戦目は初戦の負け残り

＊１位のチームは３０年大会は2部の参加とします。

　リ-グ戦での勝ち数が同率の場合の順位決定基準

（１）勝ち組み数の多い方を１位とする。
（２）対戦相手との勝敗結果とする。
（３）ゲ-ム得失数差で決定。
（４）更に勝敗がつかない場合、代表者によるタイブレークで決定。

城陽テニス協会

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会開組み合わせ

男子3部決勝リーグ

勝敗数 ゲーム数 順位

男子3部順位リーグ

勝敗数 ゲーム数 順位

Aブロック1位

2位上位
1

Bブロック3位

2位下位

Aブロック3位
1

Bブロック1位
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男子１部

ポルト・ドウ・ミチＡ
小川　将輝、舛本　真悟、渡邉　雅之、澤田　寛
中井　祥平、倉橋　学美、内海　健児

ポルト・ドウ・ミチB
﨑山　篤史、柳澤　信之、川井　祐人
松浦　晃太郎、阿部　乃寿、後藤　元伸

サン城陽　A　　　　　　
谷　務、山元　真司、佐藤　康二、渡部　通
鎹　豊樹、廣中　保彦、吉田　裕

JLTCーA
新庄　聡、平岡　義一、金子　雅也、池上　浩幸
峰　祥靖、西田　剛士、杉田　嘉博、岩本　輝一

０-４０YOU

奥野　好章、冨士野　大輔、桝田　聖、仙田　貴之

中邑　祐太、曽根　馨、酒井　健一郎

城陽テニス協会

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会
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男子２部

けっこうええやんJTC-A
宇佐美　哲司、半谷　正史、橘井　寛、松田　勝則
平田　利治、正岡　律夫、四方　友策

Return Ace BS
須谷　正次郎、青柳　充樹、三浦　弘幸、中村　功、澁谷　大樹、上岡　辰生
網師野　徳行、田中　仁、小山田　裕一、杉　茂樹、奥　基史、大関　博吉

こうのすテニスクラブ
嘉山　善治、中村　光一、押川　史郎、小田　一彦
山下　哲郎、赤松　慶一、島田　義一、大石　幸夫

サン城陽　B
岸本　正弘、沖　由憲、小野　茂
浜口　由紀男、村崎　栄昭、河野　勉

INOUE.T.A　ラフレシア
黒坂 啓介、中谷　豪男、水本　勝文、角田　健一、斉藤　隆史
木村　竜也、木本　祐一、中村　一輝、今井　靖人

OOPS
粕渕　清孝、粕渕　峰人、小山　良治
山本　典章、白井　敏幸、久田　千尋

城陽テニス協会

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会
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男子３部

ライジング
久保田　昌信、大坪　浩、山口　茂、大石　崇博、松本　正
多田　吉宏、服部　一亨、福原　安善、高　将大

ナイターTC
今井　登、柴田　信義、梅田　十三雄、南部　誠司、野口　晃二、
清水　宣隆、松尾　誠、山下　光明、加藤　幸雄、田中　仁之

ポルト・ドウ・ミチC
三浦　常治、新保　智則、喜多　輝明、中田　浩司
上田　徹、野村　敏、武村　治、立道　修

Team　クレセント
入江　精一、吉川　博之、中西　純一
林　克也、渡辺　寿雄、伊佐田　成則

けっこうええやんJTC-B
一之瀬　琢美、澤井　民雄、梁瀬　直良、清原　哲夫
高橋　明敬、高橋　與太郎、西田　淳史

0-40　Let's
中川　一弘、福島　健一、瀬戸上　英司、三宅　泰正、大久保　章男
香村　宇野　友啓、酒井　健一郎、曽根　馨

城陽テニス協会

　第２９回城陽クラブ対抗（男子）テニス大会
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