
「第１２回東広島小学生テニス大会」ドローのご案内
平成 ２９年 ９月 ３日

 東広島市テニス協会

１．主催 ： 東広島市テニス協会

２．後援 ： 東広島市教育委員会

３．協賛 ：

４．開催日程
 平成２９年９月１０日（日）　　※予備日９月２４日（日）

※午前８時３０分～8時40分までに受付を済ませて開会式に臨んでください。
　開会式；午前８時４５分～
　試合開始；午前９時～

５．会場
・アクアパーク（東広島運動公園）テニスコート　砂入り人工芝９面
　　　東広島市西条町田口６７番地の１　　ＴＥＬ.（０８２）４２５-２５２５

６．種目
・　オープンクラス（全学年対象） ： 男子シングルス/女子シングルス
・　４年生以下クラス ： 男子シングルス/女子シングルス

７．試合方法等    　　６ゲーム先取、ノーアド方式
・本戦およびコンソレーションマッチとも１セットマッチ(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）、セミアド方式です。
・オープンクラスの審判はセルフジャッジとします。
・4年生以下クラスの試合審判は「ソロチェアアンパイア（ＳＣＵ）方式」を採用します。
　　※　チェアアンパイアがスコアのアナウンスもします。
　　※　ラインコール（アウトとフォールトの判定）はプレーヤーが行なってください。

　　　誤ったコールに対してはチェアアンパイアが訂正します。
・ウォームアップはサービス４本のみとします。

８．使用球 ：　オープンクラスはブリジストンＸＴ－８、4年生以下クラスはグリーンボール

９．ルール （ＪＴＡ規則に従う）

１０．服装規定（「東広島市テニス協会競技規則」に従う）
　　　「東広島市テニス協会競技規則（抜粋）」
　　　　①　男子の場合シャツにショーツ、女子の場合ワンピースあるいはシャツにスコート
　　　　　またはショーツとする。
　　　　②　セーター、カーデイガン、トレーナー、ベスト類を着て試合をしても良い。
　　　　③　ウオームアップ・スーツ等の着用はウオームアップ時に限る。

１１．注意事項
・オーダオブプレー（コート割）により進行しますので掲示板に注意して下さい。
・試合進行によっては試合の順番が変わることがあります。
・雨天の場合も会場に集合し、運営担当者の指示を受けて下さい。
・電話での試合進行等に関する問合わせは行わないで下さい。

１２．その他
・全てのプレーヤーを公平に扱います。
・本要項は、天候等やむを得ない事情により、変更されることがあります。

 　　 ・ゴミは各自が持ち帰って下さい。
・駐車スペースは限られていますので、乗り合わせてお越し下さい。
・樹木保護のため、車は前進駐車をお願いいたします。
・児童公園付近では練習をしないようにお願いします。
・大会レフェリー；高橋 　アシスタントレフェリー；妹尾、坪谷
・運営当番は、協会役員です。

★★★棄権される場合は、事前にレフェリーへ連絡して下さい。
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
①０８０－３０５４－１４２７　（ﾒｰﾙ； ehta05307★softbank.ne.jp )
尚、ﾒｰﾙ；は★を＠の小文字に変換してご使用ください。



表彰対象者 コンソレ賞対象者

優勝、準優勝、第3位 コンソレ１位

優勝、準優勝 コンソレ１位

優勝、準優勝 コンソレ１位

優勝、準優勝 コンソレ１位

※　本大会での昇級はありません。

「第１２回　東広島小学生テニス大会」表彰対象者

※　各クラスの優勝者は、表彰式後にホームページ掲載用の写真を撮らせて

　　頂きますので、ご協力ください。

開催クラス

オープンクラス男子

オープンクラス女子

４年生以下女子４年生以下女子

４年生以下男子



「第12回東広島小学生テニス大会」（男子オープン）　　１／２

8292 (1)山本　輝

(東浄小学校/Tension)

    Bye

  6-0

    Bye

8204 (2)土居　新

(板城小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)   6-4

8311 (3)勝部　湊

(舟入小学校/リョーコーテニスクラブ)

    Bye

    Bye   6-0

5

8241 (4)森岡　亮太郎

(高屋西小学校/やすいそ庭球部) (1)山本　輝

8202 (5)渕上　優月

(三永小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

    Bye

　  6-0

8281 (6)本岡　快都

(みどり坂小学校/テニスZONE 戸坂)

8244 (7)弓井　柊二   　6-4

(川上小学校/やすいそ庭球部)

8206 (8)要田　晄汰 　6-0

(三津小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

    Bye

20

    Bye   　6-4

7

8301 (9)田中　達也

(吉島東小学校/アキラITC)

３位決定戦
本線決勝

コンソレ決勝
(7)弓井 (1)山本

 6-2

 　　6-3

(19)為重 (14)西山

　6-3

(5)渕上

(16)松岡
6-0　

(7)弓井
柊二

  6-１

　6-3

　6-3
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に 

い 

ろ 

い 

優勝 

(19)為重 (1)山本 

(16)松岡 



「第１2回東広島小学生テニス大会」（男子オープン）　　２／２

8207 (10)藤井　修　

(東西条小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

    Bye

WO

    Bye

8221 (11)山本　雄大

(小泉小学校/FUTURE-ONE東広島)  6-3

8203 (12)岡田　遥翔

(白岳小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 6-5

8243 (13)岡増　佑太

(寺西小学校/やすいそ庭球部)

    Bye  6-0

8341 (14)西山　大和

 6-3 (大野小学校/柳生園TC)  6-5 (14)西山　大和

8231 (15)永田　航大

(矢野南小学校/みなみ坂TS)

    Bye

　　 6-1  6-0

8242 (16)松岡　洸希

(御薗宇小学校/やすいそ庭球部)

8205 (17)日浦　和哉  6-0

(三津小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8291 (18)小村　瑛紀  　6-2

(中野東小学校/Tension)

    Bye

    Bye  　6-2

8201 (19)為重　孝成

(三永小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

［シード順位］ (1)、(19)、(14)、(5)

 6-3

 6-4

(19)為重
　　孝成 ろ 

準優勝 

３位 



「第１2回東広島小学生テニス大会」（男子４年生以下）

8331 (1)渡辺　咲玖

(五月が丘小学校/NBテニスガーデン)

  　6-4 8261 (2)谷隈　春杜

(八本松小学校/HAKUWA TS)   6-1

8233 (3)永田　純大

(矢野南小学校/みなみ坂TS)

8295 (4)渡邉　栞太 　  6-1

(畑賀小学校/Tension)   6-1

8211 (5)石井　一史

(横路小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8351 (6)大川　啓貴

(府中南小学校/PROGRESS)   6-4

  　6-5 8235 (7)秋山　昊輝

(楽々園小学校/みなみ坂TS)

8246 (8)森岡　健次郎

  6-4 (高屋西小学校/やすいそ庭球部)

8210 (9)岩見　俊輝

(三坂地小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8293 森原　千一郎

(坪内小学校/Tension)

8234 (11)住田　涼成

(牛田新町小学校/みなみ坂TS)

8245 (12)中谷　光路郎

(郷田小学校/やすいそ庭球部)

8321 (13)千々和　優佑

(天応学校/フリー)

8294 (14)山田　悠平

(府中南小学校/Tension)

8352 (15)関元　駿

(向洋小学校/PROGRESS)

8271 (16)大塚　脩馬

(矢野小学校/T-Step)

［シード順位］ (1)、(16)、(5)、(12)

　　6-1

　　6-1

　　　6-2

(9)岩見
　俊輝

　　　6-0

　　6-3

　　6-0

　　6-1

　6-2

　　6-0

　　6-0

　　6-4

6-0

  6-2
(1)渡辺　咲玖

　　6-0

　　6-3

優勝 

準優勝 



「第１2回東広島小学生テニス大会」（女子オープン）

8249 (1)上野　梨咲

(井口台小学校/やすいそ庭球部)

    Bye

  　6-0

    Bye

8238 (2)濱崎　永遠

(阿品台西小学校/みなみ坂TS)   6-0

8334 (3)藤本　怜矢

(大塚小学校/NBテニスガーデン)  　6-1

8248 (4)川久保　芽生

(高屋西小学校/やすいそ庭球部)

    Bye   　6-5

8215 (5)平尾　綾菜

(板城小学校/西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)  6-1

8237 (6)高村　恵生

(平岩小学校/みなみ坂TS)

    Bye

  　6-5

9 8296 (7)北國　芽吹

(呉中央小学校/Tension)

8303 (8)吉田　有希奈   　6-5

12 (楠那小学校/アキラITC)

8247 (9)佐々木　彩純美   6-4

(寺西小学校/やすいそ庭球部)  　6-4

8333 (10)真鍋　芽依

(海田小学校/NBテニスガーデン)

10     Bye   　6-4

8276 (11)　東　瑚子

(春日野小学校/T-Step)

［シード順位］ (1)、(11)

(2)濱崎　永遠

6-0　

6-3

 6-5

(1)上野　梨咲

準優勝 

優勝 



「第１2回東広島小学生テニス大会」（女子４年生以下）

8250 (1)清田　あいこ

(己斐上小学校/やすいそ庭球部)

    Bye

  　6-0

    Bye

8227 (2)向田　華実

(広大付属三原小学校/FUTURE-ONE東広島)   6-5

8336 (3)渡辺　葵依

6-0

8277 (4)田中　星瑠

(春日野小学校/T-Step)   　6-0

    Bye

8304 (5)河野　光咲

6-1 (宇品小学校/アキラITC) 6-1

8226 (6)山本　千尋

(小泉小学校/FUTURE-ONE東広島)

    Bye

8335 (7)真鍋　結衣 6-0

8356 (8)安食　文美 6-3

(青崎小学校/PROGRESS)

8225 (9)式部　愛美 　6-1
(南小学校/
　　　FUTURE-ONE東広島) 6-2

8297 (10)森原　千空

(坪内小学校/Tension)

    Bye 6-5

8361 (11)横山　侑來

(神辺小学校/Four Clover)

［シード順位］ (1)、(11)

6-2

6-2

(3)渡辺
　葵依

6-3

6-1

(1)清田　あいこ

(五月が丘小学校/NBテニスガーデン)

(海田小学校/NBテニスガーデン)

優勝 

準優勝 


