
平成３０年  ８月 ２１日

１．主催　：東広島市テニス協会

２．後援
東広島市、東広島市教育委員会、東広島市体育協会、社会福祉法人 東広島市社会福祉協議会
東広島地区医師会、東広島市歯科医師会、東広島薬剤師会、広島県テニス協会
広島県車いすテニス協会、中国新聞社、中国放送、プレスネット、ＦＭ東広島８９．７ＭＨｚ

３．協力
スポーツ交流センターおりづる、イズミテクノ・RCC文化センター・シンコースポーツ共同事業体
広島県学生テニス連盟、広島県立広島中学校

４．開催日程
平成３０年　８月２６日（日）
※午前８時から８時３０分の間に受付を済ませて、開会式にご参加ください。
　受付場所；東広島運動公園テニスコート　クラブハウス玄関前
　開会式；午前８時４０分より　　於；屋根付き10番コート
　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 (TEL 082-425-2525) 砂入り人工芝１２面

６．試合方法等
・全試合
　　１ショートセットマッチ（４－４タイブレーク）、ノーアドバンテージ方式
　*　試合前のウォームアップは、種目ごと各人の初戦のみ5分間認めます。
        注)　一方のみ初戦の場合も同様です。
　*　その他の試合前の練習は、サービス4本のみです。
  *　ラウンドロビンでの試合順は、番号の通りです。
  *　セルフジャッジにて進行してください。
  *　試合前に、本部へお越しください。
　*　ダブルスのドローは当日掲示します。

７．使用球 ： ブリジストンＸＴ－８
・全試合４球使用

８．大会運営
トーナメントレフェリー：佐々木 正博（広島県テニス協会副会長、東広島市テニス協会会長）
トーナメントディレクター：妹尾 幸治（広島県テニス協会理事、東広島市テニス協会理事長）
大会実行委員長：下竹 康成（広島県テニス協会理事、東広島市テニス協会理事）
審判長：木原 伸博（日本テニス協会公認審判員、東広島市テニス協会副理事長）
大会ドクター：土肥 大右（広島県テニス協会理事、東広島市テニス協会理事）
運営：東広島市テニス協会役員、広島県車いすテニス協会役員ほか

９．その他
・アクアパーク体育館と陸上競技場の中間スペースに駐車場を確保しております。
　　　※プラカードを持った案内係の指示に従ってください。
　　　　　体育館前　⇒　体育館北側進入口　⇒　体育館西側通路入口　⇒　駐車スペース
・棄権される場合は、事前に大会実行委員長(下竹)へ連絡して下さい。

０９０－４１０４－０２５７　（ﾒｰﾙ；yasu38★docomo.ne.jp )
尚、メール；は★を＠(大文字)の小文字に変換してご使用ください。
　（迷惑メール防止の為、＠の小文字は使っておりません）

・弁当とお茶は、午前１１時より本部で配布します。
・本要項は、雨天等の止むを得ない事情により変更となる場合があります。
　予めご了承ください。

「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」開催のご案内



参加者数 優勝 準優勝 第３位

山野　茂樹 仁井谷　幸治 友田　教仁

(島根県益田市) (広島県尾道市) (広島県広島市)

蔵田　健治 増田　征二 －

(山口県周南市) (広島県呉市) ―

井脇　吉淳 久野　貴司 ―

(広島県東広島市) (広島県安芸郡) ―

岡山　鈴代 岡田　華子 ―

(広島県広島市) (広島県東広島市) ―

蔵田　･山野 友田　･中谷 ―

(山口県周南市･島根県益田市) (広島県広島市･香川県善通寺市) ―

山本 ･久野 岡田　･鈴木 ―

(広島県東広島市･広島県安芸郡) (広島県東広島市･福岡県福岡市) ―

種目

シングルスOPENクラス
6名

「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」入賞者

（居住地）

シングルスBクラス
4名

（居住地）

シングルスCクラス
3名

（居住地）

シングルスWOMENクラス
4名

（居住地）

　※　シングルス優勝者には、賞状、トロフィーおよび副賞を授与

　※　ダブルス優勝者には、賞状、楯および副賞を授与

　※　準優勝者及び第3位入賞者には、賞状および副賞を授与

ダブルスAクラス
4ペア

（居住地）

ダブルスBクラス
4ペア

（居住地）



優　　勝　　写　　真

シングルスOPENクラス シングルスBクラス

シングルスCクラス シングルスWOMENクラス

ダブルスAクラス ダブルスBクラス



「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ｼﾝｸﾞﾙｽ OPEN ｸﾗｽ）

(1) (2) (3)

6106 (1)津田　雄一

(広島県福山市)

6102 (2)友田　教仁 (3)山野　茂樹

第３位 (広島県広島市)

6104 (3)山野　茂樹

優勝 (島根県益田市)

(4) (5) (6)

6101 (4)濱野　一也

(広島県呉市)

6105 (5)仁井谷　幸治 (5)仁井谷　幸治

準優勝(広島県尾道市)

6103 (6)田辺　明彦

(広島県広島市)

       (3)山野　茂樹
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(2)友田　教仁
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(6)田辺　明彦 4-2

［シード順位］(1)、(4)



「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ｼﾝｸﾞﾙｽBｸﾗｽ）

(1) (2) (3) (4)

6113 (1)蔵田　健治

優勝 (山口県周南市)

6114 (2)大場　秀司

(広島県広島市)

6111 (3)中谷　知矢

(香川県善通寺市)

6112 (4)増田　征二

準優勝(広島県呉市)

［シード順位］(1)

「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ｼﾝｸﾞﾙｽ Ｃ ｸﾗｽ）

(1) (2) (3)

6123 (1)久野　貴司

準優勝(広島県安芸郡)

6121 (2)沖原　悠太郎

(広島県呉市)

6122 (3)井脇　吉淳

優勝 (広島県東広島市)

［シード順位］(1)

「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ｼﾝｸﾞﾙｽWomenｸﾗｽ）

(1) (2) (3) (4)

6131 (1)岡山　鈴代

優勝 (広島県広島市)

6134 (2)橋本　路代

(広島県福山市)

6133 (3)岡田　華子

準優勝(広島県東広島市)

6132 (4)鈴木　智子

(福岡県福岡市)

［シード順位］(1)
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「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ﾀﾞﾌﾞﾙｽＡｸﾗｽ）

(1) (2) (3) (4)

6203 6207 (1)濱野　･津田　

    (広島県呉市･広島県福山市)

6204 6208 (2)蔵田　･山野

6201 6205 (3)友田　･中谷　

6202 6206 (4)増田　･大場　

    (広島県呉市･広島県広島市)

［シード順位］(1)

「第７回東広島市長杯車いすテニス選手権大会」（ﾀﾞﾌﾞﾙｽBｸﾗｽ）

(1) (2) (3) (4)

6233 6237 (1)岡山　･橋本 

    (広島県広島市･広島県福山市)

6232 6236 (2)岡田　･鈴木　

6231 6235 (3)松林　･増野　

    (広島県東広島市･広島県呉市)

6234 6238 (4)山本 ･久野 

［シード順位］(1)

１-４ ２-４ ４-０

４-１ ４-２ ４-１
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０-４ １-４ １-４

    (山口県周南市･島根県益田市)     優勝

    (広島県広島市･香川県善通寺市)準優勝
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    (広島県東広島市･広島県安芸郡)　優勝
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    (広島県東広島市･福岡県福岡市)準優勝
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