
出場選手　各位
山口県テニス協会
会長　松重　見司

ダンロップスリクソンテニストーナメント山口大会開催要項

1 場     所 維新百年記念公園テニス場
2 日     程（オーダー オブ プレイ）

3 試合方式
８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式
（２回目以降のジュースよりノーアドバンテージ）

３セットマッチ・セミアドバンテージ方式

（２回目以降のジュースよりノーアドバンテージ）
※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。

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）
6 ルール等

① ２０１７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 運営は、オーダー オブ プレーに従い、進行板を使用して行います。 (試合中は原則として放送はしない）
③ 試合前の練習は、ストローク２本サービス２本とします。
④ 若番の選手が本部にボールを取りに来て､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。
⑥ 勝者は、試合球、オーダープレートを持って､本部に結果を報告してください。
○ （リーグ戦の順位決定方法は、「完了試合数」、｢勝率｣､｢対戦｣､｢取得ゲーム率｣､｢得失ゲーム差｣､｢抽選｣

の順で行います。
但し、勝率同率が３者の場合は、「完了試合数」、｢取得ゲーム率｣､｢得失ゲーム差｣､｢抽選｣の順とします。）

7 注意事項
① 欠場してもエントリィー代は徴収します。
② 小雨決行。決定は会場で発表します。
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。
○ NSの連絡先

NS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 ０８３－９２３－００７１
　Mail ypta@car.ocn.ne.jp

中国決勝大会
１０月２１日（土）～２２日（日）（山口 　維新）

2017年9月11日

一般男子Ａ級 一般男子Ｂ級  ４５歳以上男子  ５５歳以上男子

9:00 9:00 10:00　不成立

一般女子  ４５歳以上女子  ５５歳以上女子

9:00 　不成立

45歳以上男子、55歳以上男子、
一般女子、45歳以上女子

男子Ａ級

9月23日(土)

9:00



第４２回ダンロップスリクソンテニストーナメント山口県予選

平成２９年９月２３日（日）

維新百年記念公園テニス場

A級男子ダブルス

1 岩村　庸平 ( トゥネテニスクラブ )

1 清水　誠人 ( トゥネテニスクラブ )

2 河野　裕介 ( ミズノＴＳ )

2 馬越　知行 ( らんらん倶楽部 )

3 登山　拓哉 ( 山口大学 )

3 松野　雄大 ( 山口大学 )

試合順：1-3，2-3，1-2

４５歳男子ダブルス
(決勝)

1 田中　義朗 ( 徳山市民ＴＣ ) 2 ( 日立製作所 )

1 鳥居　　茂 ( 徳山市民ＴＣ ) 2 ( 周南テニスクラブ )

５５歳男子ダブルス
(決勝)

1 藤田　康忠 ( ふくいテニスクラブ ) 2 ( 大和オレンジボール)

1 伊藤　忠則 ( 西部石油 ) 2 ( アクティブＴＣ )

一般女子ダブルス
(決勝)

1 藤村　加奈恵 ( いのうえＴＧ ) 2 ( 球人 )

1 岩本　美代子 ( いのうえＴＧ ) 2 ( 山口サングリーンＴＣ)

４５歳女子ダブルス
(決勝)

1 国沢　美代子 ( 東ソー ) 2 ( 東ソー )

1 岩本　ちえみ ( ＨＣＴＴ ) 2 ( 宇部グリーンクラブ )

山本　英樹

貝森　　勝

川添　俊樹

井下　浩三

藤井　香織

大形　悦子

木本　真由美

宮本　沙帆

岩村　庸平 河野　裕介 登山　拓哉
勝敗 取得ゲーム数 全ゲーム数 取得率 順位

清水　誠人 馬越　知行 松野　雄大

- - -

- - -

- - -



年　度  男子Ａ級  男子Ｂ級  一般女子 ４５歳男子 ５５歳男子 ４５歳女子 ５５歳女子
第１回 松重　見司 伊豆　和男 百町　郁野 竹歳　　久

１９７６年 林    喜利 松永　彰夫 林田　和美 山口　宗美
第２回 内田　篤郎 佐々木　忠弘 吉沢　令子 西村　　治

１９７７年 三輪　繁樹 三木　健一 木場　静子 村上　敦朗
第３回 内田　篤郎 塚原　正人 三木　君子 中原　俊夫

１９７８年 市川　　薫 小林　詢弥 山口　久子 竹歳　　久
第４回 藤山　幸一郎 別府　静二 三木　君子 村田　明穂 光井　達人

１９７９年 立花　和義 森近　和幸 古谷　恵子 中川　右近 磯金　　徹
第５回 岩崎　　博 中島　康二 三木　君子 村田　明穂 光井　達人

１９８０年 守本　明雄 木岡　　譲 古谷　恵子 中川　右近 磯金　　徹
第６回 田中　和美 中村　照秋 京條　弘江 佐々木　忠弘 川中　茂則

１９８１年 末広　　栄 三国　博昭 国信　温子 福田　義男 磯金　　徹
第７回 田中　和美 橋本　藤夫 重住　正恵 西田　孝雄 石川　正人

１９８２年 末広　　栄 大谷　　武 末永　好江 佐々木　忠弘 中原　俊夫
第８回 田中　和美 三藤　俊彦 京條　弘江 村田　明穂 石川　正人

１９８３年 末広　　栄 三藤　克彦 国信　温子 中川　右近 中原　俊夫
第９回 村井　信夫 三輪　繁樹 京條　弘江 中川　右近 石川　正人

１９８４年 林　　洋明 福島　敏夫 国信　温子 中尾　　淳 中原　俊夫
第１０回 福井　雄治 松永　博憲 林　　勅使美 黒川　健甫 石川　正人
１９８５年 原野　一郎 伊藤　忠則 多田　雅子 小林　詢弥 中原　俊夫
第１１回 福井　雄治 大道　成一 林　　勅使美 柴原　　靖 石川　正人
１９８６年 原野　一郎 大道　功二 中野　純子 谷口　捷生 中原　俊夫
第１２回 福井　雄治 藤田　康忠 林　　勅使美 谷口　捷生 村田　明穂
１９８７年 原野　一郎 久保　正昭 中野　純子 兼重　則男 福島　重夫
第１３回 中田　吉也 松富　和彦 多田　雅子 今田　　淳 村田　明穂
１９８８年 中島　康二 藤岡　修美 藤井　香織 山本　源太郎 石川　正人
第１４回 末広　　栄 西牟田　一夫 林　　勅使美 小林　詢弥 村田　明穂
１９８９年 林　　洋明 井上　春美 中野　純子 萩原　  英昭 石川　正人
第１５回 末広　　栄 白木　泰雄 松本　典子 松尾　　修 村田　明穂
１９９０年 海老沢　　満 山本　隆司 藤井　香織 蔵野　義人 中川　右近
第１６回 福井　雄治 河合　良房 松本　典子 梅原　豊治 阿久津　吉孝
１９９１年 末広　　栄 藤田　裕志 藤井　香織 岩崎　　博 松浦　光造
第１７回 原野　一郎 高松　　徹 新地　礼子 岩崎　　博 伊井　　均
１９９２年 山本　浩太郎 岩尾　健一 森川　恵美子 福谷　健三郎 松浦　光造
第１８回 藤田　康忠 蔵川　　豊 松本　典子 梅原　豊治 伊井　　均
１９９３年 星木　貴志 山本　正三 林　　勅使美 松重　見司 松浦　光造
第１９回 藤田　康忠 西牟田　一夫 大和　亜紀乃 梅原　豊治 田中　正秀
１９９４年 星木　貴志 田村　　隆 木下　庸子 岡田　和憲 土川　利男
第２０回 岡本　真司 福井　信行 上野　真由美 中田　吉也 増田　八郎
１９９５年 吉川　裕司 河合　良房 多田　伸子 中島　康二 松浦　光造
第２１回 浜田　義則 大道　成一 森川　恵美子 梅原　豊治 黒川　健甫
１９９６年 竹嶋　　勇 磯中　政彦 早野　知美 安部　計一 高橋　　功
第２２回 岡本　泰光 藤岡　修美 藤井　香織 梅原　豊治 萩原　英昭
１９９７年 藤田　康忠 廣石　　睦 大和　亜紀乃 中田　吉也 小林　詢弥
第２３回 岩田　法亮 藤田　浩道 早野　知実 藤岡　　修 波多　　博
１９９８年 池田　貴司 金井　　洋 森川　恵美子 佐藤　三郎 高橋　　功
第２４回 長廣　成人 多賀谷　泰匡 藤井　香織 藤岡　　修 波多　　博
１９９９年 吉川　竜平 右田　善弘 国沢　美代子 松富　和彦 高橋　　功
第２５回 松永　博憲 柿並　康太郎 多田　伸子 藤岡　修美 梅原　豊治 石井　美佐子
２０００年 長廣　成人 山本　哲也 藤田　真由美 廣石　　睦 小林　詢弥 中原　三枝子
第２６回 竹嶋　　勇 山本　正三 沖田　満寿美 西牟田　一夫 梅原　豊治 石井　美佐子
２００１年 池田　貴司 蔵川　　豊 沖田　文恵 市川　　薫 小林　詢弥 中原　三枝子
第２７回 大方　雅博 清水　隆浩 大形　悦子 西牟田　一夫 梅原　豊治 杉本　和子
２００２年 井上　裕也 山根　　智 多田　伸子 今川　敏彦 中田　吉也 三宮　君江
第２８回 大方　雅博 波多野　信也 大形　悦子 西牟田　一夫 梅原　豊治 松本　典子
２００３年 井上　裕也 神田　　誠 多田　伸子 今川　敏彦 岡田　和憲 寳部　みえ子
第２９回 平田　隆一郎 樫部　祐史 藤井　香織
２００４年 井上　裕也 田村　直也 松本　典子
第３０回 丸山　祐二 内海　　裕 沖田　文恵 西牟田　一夫 安部　計一 石井　美佐子
２００５年 赤松　　進 松山　敏和 志賀　さおり 市川　　薫 福井　雄治 中原　三枝子
第３１回 丸山　祐二 山本　英樹 大和　亜紀乃 藤田　康忠 安部　計一 石井　美佐子
２００６年 井上　裕也 山本　哲也 志賀　さおり 伊藤　忠則 福井　雄治 中原　三枝子
第３２回 上田　幸樹 早川　健一 大形　悦子 藤田　康忠 廣石　　睦 藤野　三千子
２００７年 濱中　辰夫 西原　　司 多田　伸子 伊藤　忠則 岡田　和憲 江本　利津子
第３３回 井上　裕也 北島　利喜 藤井　香織 森本　　聡 岡田　和憲 藤野　三千子
２００８年 丸山　祐二 中武　裕太 岩本　ちえみ 大石　　隆 梅原　豊治 江本　利津子
第３４回 山本　雄大 松永　博憲 志賀　さおり 藤田　康忠 藤岡　修美 石井　美佐子
２００９年 寺本　嵩史 水本　　努 田坂　文那 伊藤　忠則 廣石　　睦 中原　三枝子
第３５回 丸山　祐二 加藤　秀豊 大形　悦子 藤田　康忠 岡田　和憲 吉岡　美貴子
２０１０年 村川　　収 岡崎　朋也 藤井　香織 伊藤　忠則 今川　敏彦 村田　早苗
第３６回 村川　　収 岩本　ちえみ 林　　洋明 岡田　和憲 吉岡　美貴子
２０１１年 大井　嘉悟 河嶋　由美子 生野　賢三 今川　敏彦 佐田　知子
第３７回 大井　嘉悟 鬼武　優太 大形　悦子 小田　俊明 岡田　和憲 川田　利江 三宮　君江
２０１２年 村川　　収 安部　航平 日野村　伸子 松永　博憲 今川　敏彦 吉岡　美貴子 杉本　和子
第３８回 寺本　嵩史 山根　暁史 大形　悦子 小田　俊明 藤田　康忠 藤井　香織 石井　美佐子
２０１３年 山本　雄大 村中　祐介 日野村　伸子 松永　博憲 伊藤　忠則 国沢　美代子 中原　三枝子
第３９回 村川　　収 石田　英二 平野　杏奈 十楽　浩之 藤田　康忠
２０１４年 大井　嘉悟 福原　孝志 三賀山　莉子 林　　洋明 伊藤　忠則
第４０回 村川　　収 永岡　慎也 瀧下　菜歌 林　　洋明 藤田　康忠 部谷　深雪
２０１５年 山本　雄大 和田　亮佑 牛尾　成美 十楽　浩之 伊藤　忠則 佐々木　由美
第４１回 半田　祐也 轟木　陽菜 小田　俊明 藤田　康忠 川田　利江
２０１６年 山本　雄大 吉本　菜月 池田　貴司 伊藤　忠則 新地　礼子
第４２回
２０１７年

優勝者一覧表
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