
大会運営委員 

トーナメントディレクター    中村 勝敏（黒石） 

レフェリー           室谷 雄二（山の田） 

アシスタントレフェリー     工藤 興太郎（西岐波）・中武 美穂子（湯田） 

審判員（RU）          柳井 将太（西岐波）・吉村 龍和（日新）・中武 裕太（東） 
小倉 拓展（誠進）・粟 祐一郎（附属山口）・野田 歩（下関中等） 

選手受け付け          松下 晃司（高森みどり）・木村 宏代（高森みどり） 

ボール係            浅井 浩史（梅光）・戸嶋 優子（山の田） 
試合進行            工藤 興太郎（西岐波）・鹿嶋 麻里江（西岐波） 

競技記録            倉橋健之（下関中等）・久保田 愛（下関中等） 

報道速報            沖永 健司（華陽） 

会計              中村 勝敏（黒石） 

会場準備・整備 ・片づけ    参加全選手 

競技日程 

５月９日（土） ５月１０日（日） ６月１３日（土） ６月１４日(日) 

個人戦ダブルス決

勝まで、シングルス

１Rまで 
（維新公園） 

個人戦シングルス 
２R～決勝 

（維新公園） 

団体戦 
（維新公園） 

予備日 

(宇部マテ) 

１６面 １６面 １６面 ８面 

＊試合進行、天候によっては日程がずれ込む場合があります。 
＊５/９（土）のシングルスは、ダブルスとシングルス１R の選手で可能な限り２R を行う。 

 

日程詳細 

５月９日（土）個人戦ダブルス全試合、シングルス１R（可能な限り２Rまで） 
（シングルスのみの登録選手で２Rからの選手は、試合がありません。） 

５月１０日（日）個人戦シングルス２R～決勝・順位決定 
 
開場       ８：００                   開会式    ８：３５－８：４５ 

受付       ８：００－８：３０                １ 山口県中学校テニス連盟会長 挨拶 

コート設営・開放 ８：００－８：３０              ２ 試合進行上の注意 

（ストラップ、スティック、得点板、ベンチ）         ３ 会場使用上の注意 

引率者会議    ８：１５－８：２５            試合開始   ９：００－ 

（５/９シングルスのみの選手受付 １２：００－１２：３０） 

 

６月１３日（土）団体戦 

開場       ８：００                    開会式   ８：３５－８：４５ 

受付       ８：００－８：１５                   １ 優勝杯返還（男子 黒石中学校 女子 西岐波中学校） 

コート設営・開放 ８：００－８：３０                  ２ 山口県中学校テニス連盟会長 挨拶 

（ストラップ、スティック、得点板、ベンチ）            ３ 試合進行上の注意 

引率者会議    ８：１５－８：２５                  ４ 会場使用上の注意 

                                   試合開始  開会式終了１０分後 

※問い合わせ：山口県中学校テニス連盟 理事長 中村勝敏 携帯０９０－１６８８－４９６９               



大 会 進 行 上 の 諸 注 意 

 

 １．雨天の場合でも、定刻までに受付を行ってください。 

 ２．遅刻に対するペナルティーはＪＴＡルールを適用します。 

 ３．試合は、１セットマッチ（６－６タイブレーク）で行います。 

４．コート外からのアドバイスや抗議は一切禁止します。 

５．テニスウェアは襟付き・袖付き(中国・全国大会も同様)とします。 

 ６．大会使用球はダンロップフォートです。 

 ７．コートサーフェイスは砂入り人工芝です。 

 ８．ドローナンバーの若い選手（チーム）はボールを本部まで取りに来てください。 

 ９．試合前のウォーミングアップはサービス４本です。 

１０．試合はすべてセルフジャッジです。サーバーは必ず「相手に聞こえる声でポイントコール」をし、 

   レシーバーは確認の動作（うなずく、手を挙げるなど）を行ってください。 

１１．セットブレイクルールを採用します。 

１２．けがの治療等は本人の責任で処理してください。 

１３．本要項は、天候などやむ得ない事情により変更されることがあります。 

１４．その他のルールについてはJTA TENNIS RULE BOOK ２０１５に従います。 

【個人戦に関すること】 

１５．試合進行はオーダーオブプレーで行います。進行板を各自で確認し、前の試合が終了後直ちにコートに 

   入り試合を開始してください。 

１６．相手選手が来ない場合でもコートから離れず待機してください。 

１７．試合終了後直ちに、試合勝者はボールと試合結果を本部まで報告してください。 

１８．試合数が多いため、コンソレーションは実施しません。 

１９．中国大会出場権は次の通りです。 

    シングルス男子１２位まで，女子９位まで，ダブルス男子６位まで，女子５位まで。 

   よって、補欠を決めるためそれぞれプラス１位までの順位決定戦を行う。 

【団体戦に関すること】 

２０．オーダー用紙は、切り離さずに本部に提出し、試合前に1部を相手チームと交換してください。 

２１．試合前に登録選手がネットをはさんで挨拶をし、選手の確認を行ってください。 

２２．ベンチコーチとして、引率教諭・登録選手の中から１コートに１名認めます。助言はチェンジエンドの

時のみです。 

２３．試合順は、ダブルス２・１シングルス３・２・１の順で入ります。出場する順序に、制限はありません。 

２４．各試合終了後試合勝者は本部へ試合結果とボールを持参してください。全試合が終了後、勝利チームの 

   キャプテンは結果を本部へ報告してください。 

２５．各チーム初戦のみ５ポイント実施します。 

２６．以下の条件で２位決定を行います。中国大会へは男子が３位まで、女子が２位までが出場。 

   「決勝戦の敗者と準決勝の敗者対決での勝者（通常の３位決定戦での勝者）が対戦していない場合」 



第４２回　全国中学生テニス選手権大会山口県予選

平成２７年６月１３日（土）

維新百年記念公園テニス場

男子団体(中国３位まで)

2-1 ３位決定

1-1

3-1

1-2

2-2 ２位決定

1-3

№ 学校名 監督 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10

1 附属山口中学校 粟　祐一郎 平田　賢靖③ 佐々木秀之② 澁谷　篤紀② 鶴永　晋也② 柴丸　直人① 川本乾三セイン① 木本　達也①

2 高森みどり中学校 松下　晃司 押川　湧雅③ 得重　　然③ 片本　昂希③ 田村好汰朗③ 藏重　刻也③ 松岡　晃正② 宮崎　蓮太②

3 下関中等教育学校 倉橋　健之 守田　光希③ 村脇　雄一③ 三谷　健斗③ 山下龍之介③ 村山　千隼③ 早川　航汰② 津村　涼翔② 栗秋　　淳② 濱田　竜輝② 原　　雪斗②

4 西岐波中学校 柳井　将太 塚本　健太③ 品川　良和③ 坂本健太朗③ 伊藤　拓真③ 田中亮太郎③ 古林　一樹③ 國弘　竜槙③ 中尾　瞭太③ 松永　八雲③ 京塚　瑠耶②

5 山の田中学校 室谷　雄二 後藤　聖冶③ 川畑　皓平③ 北川祐太郎③ 廣田　将也③ 中山　翔太③ 伊津野聖仁③ 成國　勇太② 住田　光生② 孫山　孔正③ 岩元　華威③

6 鴻南中学校 西田　康子 松本　典之③ 稲吉　誠悟② 銭谷　武志① 佐藤　　健① 田辺虎之介① 和田　数馬① 藤井　亮太① 武田　礼温①

7 黒石中学校 中村　勝敏 草田　玲司③ 澁谷　拓磨③ 江田　夢叶③ 野口　　光③ 石原蓮太郎③ 濵地　省吾③ 中村　　颯③ 松向寺智哉③ 長見亜沙人③ 宮澤　璃来③

女子団体(中国２位まで)

2-1

1-1
3-1

３位決定

2-2

4-1

2-3

3-2 ２位決定

2-4

№ 学校名 監督 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10

1 附属山口中学校 粟　祐一郎 曽川　湖未② 見寄のぞみ② 齋藤　もも② 轟木　陽菜① 井上　愛梨① 沖村　真奈② 若林　真子②

2 下関中等教育学校 野田　歩美 松田　奈々③ 松島　碧月③ 飯田　　綾③ 中村　裕美③ 飯田　愛梨③ 藏本　菜月② 萩原　香奈② 田村　優羽② 金子　凛佳② 藤井　悠希②

3 黒石中学校 中村　勝敏 小樋　ゆみ③ 中尾日菜美② 礒部　衣吹① 土井　彩寧① 森脇　　萌① 大亀　倖奈① 中川　　碧① 中島　　萌①

4 鴻南中学校 西田　康子 古川　　栞③ 片山　梨子③ 山本真悠子③ 白石あゆみ③ 重岡　李嘉② 芝田咲也花② 藤山　珠里② 有馬愛里菜①

5 山の田中学校 室谷　雄二 西山　怜那③ 横崎　珠梨③ 孫山　美音② 中村　倫花② 石橋　優綺② 後藤真梨子② 三原　花桜② 古澤穂乃香② 長谷川倫子② 石田　　楓①

6 川上中学校 宇都宮　直樹 柏村　彩菜③ 岡﨑　千夏③ 鹿嶋　美里③ 早水　有紀③ 峰重乃々佳③ 金藤　圭暖① 上野　鈴葉① 柏村　聖菜① 恩塚　遥菜① 岡﨑　夕記①

7 高森みどり中学校 松下　晃司 舛本　暖夕③ 浴野すずか③ 柳澤　伶奈③ 福谷　佳子② 日保あいみ② 森本ひのき② 柳川　彩世②

8 梅光学院中学校 田淵　景子 伊藤　萌衣③ 中原　七海③ 片岡　園華③ 宇原　　優③ 小泉友里菜③ 秋元　来美② 知賀　琴音② 沖　　まどか② 福冨　　楓②

9 西岐波中学校 工藤　興太郎 田中　里穂③ 瀧下　菜歌③ 片岡　　凛③ 肥塚ひとみ③ 夏原　紅華③ 星野　彩菜③ 伊藤　優真③ 時松　　凛③ 丸山奈那子③ 濵田　結菜②

1 附属山口中学校 (山口市) 1

2 高森みどり中学校 (岩国市)

3 下関中等教育学校(下関市)

4 西岐波中学校 (宇部市)

5 山の田中学校 (下関市)

6 鴻南中学校 (山口市)

7 黒石中学校 (宇部市) 2

1 附属山口中学校 (山口市) 1

2 下関中等教育学校(下関市)

3 黒石中学校 (宇部市)

4 鴻南中学校 (山口市)

5 山の田中学校 (下関市)

6 川上中学校 (宇部市)

7 高森みどり中学校 (岩国市)

8 梅光学院中学校 (下関市)

9 西岐波中学校 (宇部市) 2


	団体戦 

