
2020年2月28日
出場選手　各位

山口県テニス協会
会長　松重　見司

山口県クラス別ダブルステニストーナメント大会開催要項

表記大会を下記の要領で開催します
出場選手へご連絡をお願いいたします

記

1 場所 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝１６面使用予定）

2 日程およびオーダー オブ プレイ

リーグ戦の試合順　３人ブロック　１－３、２－３、１－２
　　　　　　　　　　　　４人ブロック　１－４、２－３、２－４、１－３、３－４、１－２

※注　意　 ・ 天候・進行の都合（時間）により変更することがあります。

3 試合方式 【男子A級、B級】
８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式 （タイブレーク(７ポイント)）
セットブレーク・ルールを採用（第１ゲーム終了後中は休憩なし）

【男子C級】
３セットマッチ(セミアドバンテージ、ファイナルマッチタイブレイク(１０ポイント)）
セットブレーク・ルールを採用（第１ゲーム終了後中は休憩なし）

4 試 合 球 ダンロップフォートイエロー　　

5 審     判 セルフジャッジまたはＳＣＵ、ＲＵを配置します。

6 表　　 彰 男子A級は３位以上、男子Ｂ級、Ｃ級は優勝

7 ルール等
① ２０１９年度日本テニス協会ルール(テニスルールブック）を準用します。

・ 遅刻に関しては､コード オブ コンダクトを適用します。（１５分以上遅刻すると失格）
・ 服装に関しては､コード オブ コンダクトを準用します。
・ 携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定し、試合中使用してはいけません。
・ セットブレーク・ルールを採用します。（第１ゲーム終了後とタイブレーク中は､休憩なしでエンドを交代）

② 試合進行はオーダー オブ プレーに従い「進行板」にオーダー用紙を掲示して行います。
③ 試合前の練習は、ストローク２本・サービス４本とします。
④ ドロー番号の小さい番号の選手が本部に試合球を取りに来て､所定のコートで待機してください。
⑤ 試合終了後コート整備をお願いします。（ブラシ掛け）
⑥ 勝者は、試合球、「進行板」のオーダー用紙を持って本部に結果を報告してください。
⑦ リーグ戦における順位決定戦は勝率が高いペアを上位とする。

２ペアが同率の場合は直接対決の勝者、３ペアが同率の場合は得セット率が高いペア、
抽選の順で決定する。

8 注意事項
① 欠場の場合でもエントリー費は徴収します。（入金済みの場合は返却しません）
② 小雨決行。延期、中止についての決定は会場で発表しますので会場に集合願います。
③ 大会期間中の事故、負傷については責任を負いません。
④ 体調が悪い場合は無理をせず棄権する勇気を持ってください。
⑤ ゴミ、空き缶、弁当殻等は放置せず、各自で持ち帰ってください。
⑥ 場内禁煙です。喫煙はコート外の所定の場所でお願いします。
※ コート使用が悪い場合はコートを借りれなくなります。　ご協力をお願いします。

○ 事前棄権の連絡先
事前棄権の連絡は大会日の前日までにFAXまたはメール(携帯を含む)
　山口県テニス協会事務局
　FAX ０８３－９７３－００７１

　Mail ypta@car.ocn.ne.jp

男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級

試合開始 9:00 試合開始9:00 試合開始 9:003月15日(日)



第33回山口県ｸﾗｽ別ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
日時：令和2年3月15日(日）
場所：維新百年記念公園テニスコート

A級男子ダブルス

【予選リーグ】

野村　瑛宙 ( ジョイスポーツＴＣ )
河野　裕介 ( 中央テニスクラブ )
北川　大地 ( 山口大学 )
田坂　巧乃 ( 山口大学 )
藤澤　直之 ( レノファ山口 )
柿本　一輝 ( 山口ウィンズＴＣ )
対戦順：１－３、２－３、１－２

永岡　克也 ( レノファ山口 )
永岡　慎也 ( 山口県庁 )
戸井　雄規 ( レノファ山口 )
中谷　圭佑 ( 山口オーサンスＴＣ )
宮﨑　陽士 ( 山口大学 )
小坂　駿斗 ( 山口大学 )
対戦順：１－３、２－３、１－２

原　　知也 ( レノファ山口 )
安部　航平 ( 山口オーサンスＴＣ )
松尾　拓実 ( 山口オレンジＴＣ )
原　　優輝 ( ジョイスポーツＴＣ )
村岡　遼一 ( 山口大学 )
松永　泰知 ( 山口大学 )
対戦順：１－３、２－３、１－２
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安部　航平 原　　優輝 松永　泰知
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永岡　慎也 中谷　圭佑 小坂　駿斗
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河野　裕介 田坂　巧乃 柿本　一輝
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第33回山口県ｸﾗｽ別ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
日時：令和2年3月15日(日）
場所：維新百年記念公園テニスコート

B級男子ダブルス

山根　暁史 ( 協和発酵バイオ )
村中　祐介 ( 協和発酵バイオ )
阿久澤　泰樹 ( 山口大学医学部 )
河田　一平 ( 山口大学医学部 )
中村　嘉孝 ( ＳＵＮＦＯＲＥＳＴＴＣ )
山田　智仁 ( トゥネテニスクラブ )
北本　達也 ( 西部石油 )
殿村　　謙 ( 西部石油 )
対戦順：１－４、２－３、２－４、１－３、３－４、１－２

C級男子ダブルス

増野　哲也 ( 球人 )
山根　大知 ( 球人 )

伊藤　　駿 ( 山口中央高等学校 )
二神　晃大 ( 山口中央高等学校 )

【決勝】
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村中　祐介 河田　一平 山田　智仁 殿村　　謙

【決勝リーグ】
山根　暁史 阿久澤　泰樹 中村　嘉孝 北本　達也



歴 代 優 勝 選 手

男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級 男子Ｄ級 女子Ａ級 女子Ｂ級 女子Ｃ級
１９８８年
第１回

１９８９年
第２回

１９９０年
第３回

１９９１年
第４回

１９９２年 梅田　誠司 松谷　光徳 住浦　誠治 多田　五月 吉川　美紀
第５回 東川　清司 山野　茂樹 吉山　善夫 皿田　あゆみ 松永　美幸

１９９３年 松富　直樹 松塚　尚明 福永　健彦 中村　真由美 山中　貴子
第６回 床本　隆夫 鎌田　俊樹 稗田　昭彦 松浪　ヨシミ 田中　よし子

１９９４年 高原　謙二 住浦　誠治 石川　浩三 井本　てる子 大草　明美
第７回 吉川　裕司 吉山　善夫 瀬戸　達成 酒野　みちえ 中山　文子

１９９５年 池田　貴司 町田　英利 吉田　峰雄 高重　和美 梅原　美枝子
第８回 工藤　　治 室谷　雄二 大塚　幸徳 川原　里美 林　　恵子

１９９６年 石隈　克己 鈴木　　享 武本　敏彦 佐々木　容子 川村　洋子
第９回 日野　修一郎 江目　文則 小松　典夫 赤尾　真由美 村中　芳子

１９９７年 中村　健司 大島　正美 横田　三男 北野　裕美 蔵重　小緒里
第１０回 柴田　和久 山崎　　修 中村　孝司 六郎万　智子 後藤　美鈴
１９９８年 柿並　康太郎 梅田　和弘 河本　英二 山本　華子 田中　美絵
第１１回 徳永　正美 蔵重　良和 高山　誠治 冨田　佳子 原　　裕美
１９９９年 清水　隆浩 竹中　　亮 都甲　新太郎 久村　文子 三浦　智子
第１２回 山根　　智 山本　慶太 杉原　秀明 西村　志麻紀 横田　直子
２０００年 松谷　充也 木戸　利成 高田　　弘 柏村　真由美 光永　由佳
第１３回 山本　正三 工藤　明俊 中野　　昭 野村　恵子 國吉　綾香
２００１年 河野　潤一 長久　智幸 国満　啓太 山本　典枝 藤井　典子
第１４回 山本　慶太 讃井　一裕 上野　光太郎 日野　法子 河上　康子

２００２年 山本　哲也 空田　悠紀 池田　喜一郎 原　　裕美 山田　裕子
第１５回 山本　英樹 久永　　敦 山下　敦司 縄本　恭子 浜崎　啓子
２００３年 田村　和宏 藤岡　修美 本田　勝基 武本　敏彦 藤井　香織 冨田　佳子 河野　圭子
第１６回 大下　康一郎 廣石　　睦 田中　将史 岡田　和憲 松本　典子 山本　華子 上田　朋子
２００４年 村岡　秀樹 上田　幸樹 末　　和也 河村　晃治 藤井　香織 山本　伊智恵 中西　敦子
第１７回 大道　成一 岡村　健夫 鈴川　泰宏 杉村　一彦 松本　典子 井戸　弥生 佐々木　由美
２００５年 濱田　義則 大方　雅博 吉末　修一 丁田　尚樹 多田　伸子 大久保　紀子 久保　秀子
第１８回 水本　　努 日野村　剛 廣兼　利伸 森田　一成 大形　悦子 上中　明美 木村　啓子
２００６年 濱中　辰夫 岡田　和憲 藤村　昇一 橋本　洋典 多田　伸子 三好　圭子 山本　紗代子
第１９回 上田　幸樹 今川　敏彦 鍋井　久弥 原田　順一 大形　悦子 塚本　直美 沖崎　涼子
２００７年 濱中　辰夫 安田　佳史 北島　利喜 山田　智仁 志賀　さおり 田坂　文那 中原　久美子
第２０回 上田　幸樹 野下　福人 竹下　桂史 佐々木　瑛 大和　亜紀乃 柏村　真由美 佐々木　由美
２００８年 村川　　収 星野　基和 溝辺　優貴 前田　康孝 柏村　真由美 末井　充子 前田　夢佳
第２１回 大井　嘉悟 今川　敏彦 林　　翔大 冨永　裕之 田坂　文那 大石　理恵 柳　　友理
２００９年 村川　　収 中原　憲一郎 岩村　庸平 木村　丈夫 田坂　文那 山本　智子 藤本　郁江
第２２回 大井　嘉悟 國吉　篤志 白倉　　一 大須賀　雅則 大和　亜紀乃 中野　智子 川田　利江
２０１０年 村川　　収 加藤　秀豊 白井　貴大 田崎　　剛 原田　　操 佐田　知子 田口　清子
第２３回 大井　嘉悟 岡崎　朋也 田口　将人 立川　慎二 寺尾　直美 上中　明美 野頭　和子

２０１１年 岩村　庸平 末廣　英祐 中野　宏則 福原　孝志 寺尾　直美 木本　真由美 谷岡　ゆかり
第２４回 松村　　駿 安川　英慈 小林　勇一 神本　誠司 大和　亜紀乃 宮本　沙帆 山田　奈津子
２０１２年 内海　　裕 松田　将起 大和　亜紀乃 部谷　深雪
第２５回 赤松　　進 内田　勝己 岩本　ちえみ 佐々木　由美
２０１３年 丸山　祐二 祐恒　太一朗 石田　英二 江渕　敦子 大田　隆子
第２６回 村川　　収 広瀬　直人 河口　武士 藤井　香織 森田　美香
２０１４年 山本　雄大 安部　航平 増井　誠治 大和　亜紀乃 猿田　泰子
第２７回 伊藤　壮一郎 山見　謙太 長岡　芳幸 寺尾　直美 大田　麻由
２０１５年 山本　雄大 半田　拓也 松山　忠雄 岩本　ちえみ 牛尾　成美
第２８回 木本　裕貴 松尾　武 津吉　宣生 河嶋　由美子 牛尾　真夕
２０１６年 山本　雄大 松田　将起 佐伯　　渉 河嶋　由美子 盛重　七海
第２９回 濱村　　優 田村　恵介 水津　北斗 岩本　ちえみ 盛重　史子
２０１７年 岩村　庸平 柿本　一輝 大木　良磨 轟木　陽菜 田中　里穂
第３０回 村川　　収 村田　拓途 山下　太郎 牛尾　真夕 藤田　友希
２０１８年 野村　瑛宙 西村　宏太 渡辺　輝文
第３１回 半田　祐也 須賀沼　大幹 杉本　浩一

２０１９年
第３２回

２０２０年
第３３回

石田　　楓
山根　千帆

雨天中止



不明な点は、レフェリー又はロービングアンパイアに確認すること。

服装用具に関するコード　（試合前に確認しておきましょう）

テニスウエアのロゴの大きさと数の制限
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