
「第３９回教育長杯テニス大会（シングルス）」ドローのご案内

２０２０年 １０月３１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

　　　[協賛]

３．開催日程

２０２０年１１月７日（土）　；男Ｂ/C/D級、壮年AB/CD級、女A/B級

２０２０年１１月８日（日）　；男Ａ級、女Ｃ/Ｄ級　残り試合

　　　　予備日；１１月２２日（日）・１１月２８日（土）　　

・タイムスケジュール（集合時間）はドローで確認して下さい。
・1日目のラウンドを予定よりも進める場合があります（逆に、途中で打ち切る場合も）。
・2日目のスケジュールは、1日目終了時に確認して下さい。

４．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)  オムニ１２面

５．試合方法等

・トーナメント戦は、全試合８ゲームプロセット（８-８タイブレーク）、セミアドバンテージ方式です。

・リーグ戦は、１セットマッチ（６-６タイブレーク）、ノーアドバンテージ方式です。

 （但し、棄権等で１試合しかできない場合は８ｹﾞｰﾑ･ﾌﾟﾛｾｯﾄ、セミアドバンテージ方式とします。）

・全試合審判はセルフジャッジとします。

  注）ライン上に落ちたボールは全てインプレイです。疑わしくは相手に有利な判定をお願いします。

・試合前の練習はサービス４本のみとします。

６．使用球 ： ブリジストンＸＴ－８

７．ルール （ＪＴＡ規則に従う）

８．服装規定（東広島市テニス協会競技規則に従う）

注）習慣的に認められているテニスウェアを着用のこと（長ズボン着用はＯＫ）。

（★但し、11月～3月はウォームアップスーツ等の着用を認める）。

９．注意事項

（１）受付時間厳守（08：45～集合時間までに）

集合時間までに、受付を済ませて下さい。

【試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します】

（試合開始予定時刻に遅刻した者は失格となる場合がある。）

・オーダオブプレー（コート割）で行いますので掲示板に注意して下さい。

  番号の若い組がボール、スコアカード等を本部まで取りにきて待機して下さい。

・試合結果は勝者がボール、スコアカード等を一緒に本部まで届けて下さい。

 　（セットボールは持ち帰らないで下さい！；販売します。）

・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。

（２）当日の当番（運営）と担当レフェリー（ロービングアンパイア兼任）

・運営担当団体；Teamふしちょー 他

・大会レフェリー；二川　 アシスタントレフェリー；妹尾、原
特にフットフォールトをコールしますのでご注意下さい。

（３）雨天時の対応

 ・雨天の場合もテニスコートに集合下さい。

・大会運営担当者より試合開始時刻等の変更について、会場で指示を受けて下さい。

・雨天の場合でも待機し午後より試合を開始することがありますので注意して下さい。

 　　 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。

（４）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、変更する場合があります。

 　　 （５）お願い

・ゴミは各自持ち帰って下さい。

・タバコは規定された場所でお願いします。

・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。

★★★棄権される場合は、事前にレフェリー（①）へ連絡して下さい。
①０７０－４４７８－３２９９　（ﾒｰﾙ； ehta202001★theia.ocn.ne.jp  )
尚、ﾒｰﾙ；は★を＠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）。

（６）東広島市運動公園よりテニス大会参加者の皆様に「新型コロナウイルス感染予防」
　　についての協力要請がありました。内容を確認して参加をお願いします。
　　なお受付時に検温を行って３７．５℃以上の方は試合に出場できません。



表彰対象者 次年度昇級対象者

Ａ 優勝、準優勝、第３位 －

Ｂ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

Ｃ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

Ｄ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

壮年ＡＢ 優勝、準優勝 －

壮年ＣＤ 優勝 －

Ａ 優勝 －

Ｂ 優勝 優勝

Ｃ 優勝、準優勝 優勝

Ｄ 優勝、準優勝 優勝

※　優勝された方は、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

「第３９回　教育長杯テニス大会（シングルス）」表彰及び昇級対象者

男子

女子



第３９回教育長杯テニス大会（男子Ａ級） 2日目（１１月8日）

102 (1)　崔　龍範

（Team ふしちょー）

    Bye

    Bye 　　　　８－５

1327 (2)大屋　大祐

（FUTURE-ONE東広島）

4313 (3)市林　信昭 　　　　８－０

（やすいそ庭球部）

    Bye

    Bye
　　　　８－２

(4)山崎　義孝

（西条ﾛｲﾔﾙTC）

4806 (5)梶川　剛史 　　　　　　８－１

（広島文化学園大学）

    Bye

    Bye 　　　　８－５

1823 (6)市川　直樹

（Since34）

(7)山岡　輝晃 　　　　８－２

（SUNDAY）

    Bye

    Bye
　　　　８－２

126 (8)佐久間　大樹

（Team ふしちょー） 　　　山崎　義孝

211 (9)斉藤　桂 　　　　　８－１

（シャープTC）

    Bye

    Bye 　　　　８－６

3312 (10)岸川　迅之亮

（木曜テニスクラブ）

214 (11)　角　隆文 　　　　８－４

（シャープTC）

9962 (12)平濱　昭和 　　　　８－３

（Y.Y.C）

    Bye
　　　　８－１

523 (13)寺本　健治

（高美が丘TC） 　　　　竹野　友都

2601 (14)戸光　翼 　　　　　　８－２

（ぱこぉ～ん）

    Bye

    Bye 　　　　Ｗ.Ｏ

(15)竹野　友都

（広島文化学園大学）

1013 (16)木戸　佑輔 　　　　８－６

（チームMTY）

    Bye

    Bye
　　　　８－４

３位決定戦 　山岡　輝晃

801 (17)小村　健人 　　山岡　輝晃

（ラフィング）
　　　　８－０

　平濱　昭和

［シード順位］(1)

　　　崔　龍範

　　　山崎　義孝

　　　山崎　義孝

　　　　山崎　義孝

　　　　　梶川　剛史

　　　山岡　輝晃

　　　山岡　輝晃

　優勝

　３位

準優勝

　　　小村　健人

　　　岸川　迅之亮

　　　平濱　昭和

　　　平濱　昭和

　　　平濱　昭和

　　　竹野　友都

　　　竹野　友都



第３９回教育長杯テニス大会（男子Ｂ級）

3307 (1)西原　充洋

（木曜テニスクラブ）

    Bye

    Bye 　　　　Ｗ.Ｏ

1604 (2)大西　勇人

（No Limits）

2809 (3)　関  竜也 　　　　８－２

（ﾒﾃﾞｨｯｸｽ）

121 (4)東谷  誠二 　　　　８－５

（Team ふしちょー）

    Bye 　　　　９－７

207 (5)宮本  健

（シャープTC）

405 (6)船本　直希 　　　　　　　８－３

（西条ﾛｲﾔﾙTC）

    Bye

1038 (7)三浦　正裕 　　　　８－４

（チームMTY）

4249 (8)押川　秀俊 　　　　８－２

（やすいそ庭球部） 　　　　佐藤　優

224 (9)坪谷　博 　　　　　８－２

（シャープTC）

(10)佐藤　優 　　　　８－１

（広島文化学園大学）

    Bye 　　　　８－２

3308 (11)田部  英樹

（木曜テニスクラブ） 　　　佐藤　優

547 (12)大内　一弘 　　　　８－６

（高美が丘TC）

    Bye

232 (13)戸村　満晴 　　　　８－４

（シャープTC）

1902 (14)寺北　康志 　　　　８－４

（マツダ）

2813 (15)渡辺　勇夫 　　　５－３RET

（ﾒﾃﾞｨｯｸｽ）

(16)宮地　一輝 　　　　Ｗ.Ｏ

（シャープTC）

    Bye 　　　　８－３

1701 (17)沖田　一宏

（アシニスクラブ） 　　　　　　内木　聖人

216 (18)平川  浩二 　　　　　　　　９－７

（シャープTC）

    Bye

4308 (19)荒木　雄二 　　　　８－４

（やすいそ庭球部）

2602 (20)大成　雅也 　　　　８－６

（ぱこぉ～ん）

(21)内木　聖人 　　　　８－０

（広島文化学園大学）

    Bye

    Bye 　　　　８－５

1050 (22)木原　知晃 ３位決定戦
（チームMTY） 　　　宮地　一輝

　　　　　８－６

［シード順位］(1)、(22)、(17)、(6)

　　　　大西　勇人

　　　　宮地　一輝

　　　　　船本　直希

　　　宮地　一輝

　　　宮地　一輝

　　　宮地　一輝

　　　荒木　雄二

　　　荒木　雄二

　　　大西　勇人

　　　大西　勇人

　　　東谷　誠二

　　　東谷　誠二

　　　三浦　正裕

　　　内木　聖人

　　　内木　聖人

準優勝

　優勝

　３位

　　　佐藤　優

　　　佐藤　優

　　　　　　佐藤　優

　　　寺北　康志

　　　寺北　康志



第３９回教育長杯テニス大会（男子Ｃ級）

(1)土屋　信弘

（アシニスクラブ）

    Bye

1601 (2)町支　優樹 　　　　８－３

（No Limits）

4221 (3)中条　正弘 　　　　８－４

（やすいそ庭球部）

228 (4)竹廣　秀視 　　　　８－４

（シャープTC）

1003 (5)後藤　正宏 　　　　８－５

（チームMTY）

    Bye
　　　　８－５

1002 (6)渕上　修平

（チームMTY） 　　　　　土屋　信弘

202 (7)西田　秀生 　　　　　　　８－５

（シャープTC）

    Bye

4812 (8)有田　裕貴 　　　　９－８(4)

（広島文化学園大学） 　　　有田　裕貴

1037 (9)岡田　圭史 　　　　９－７

（チームMTY）

(10)伊藤　泰臣 　　　　８－２

（やすいそ庭球部） 　　　伊藤　泰臣

512 (11)山内　立春 　　　　８－２

（高美が丘TC）

    Bye
　　　　８－３

2811 (12)塚本　丈夫

（ﾒﾃﾞｨｯｸｽ） 　　井上　哲仁

221 (13)田中　聖敬 　　　　８－５

（シャープTC）

    Bye

(14)井上　哲仁 　　　　８－０

（No Limits）

4331 (15)中谷　泰介 　　　　８－３

（やすいそ庭球部）

1005 (16)広兼　祐介 　　　　９－７

（チームMTY）

4819 (17)山本　崚也 　　　　８－５

（広島文化学園大学）

    Bye
　　　　８－２

110 (18)　秋　庸裕

（Team ふしちょー） 　　　　　井上　哲仁

1049 (19)三山　和司 　　　　　　　８－４

（チームMTY）

    Bye

205 (20)小林　繁 　　　　８－２

（シャープTC）

4435 (21)井筒　達哉 　　　　８－４

（近大工学部）

2846 (22)寺尾 禎 　　　　８－５

（ﾒﾃﾞｨｯｸｽ）

9906 (23)山品　賢士 　　　　８－２

（Y.Y.C）

    Bye
　　　　８－３

３位決定戦 　　伊藤　泰臣

1717 (24)桑田　幸志朗 　　伊藤　泰臣

（アシニスクラブ）
　　　　８－３

　　三山　和司

［シード順位］(1)、(24)、(18)、(7)、(13)、(19)、(12)

　　　広兼　祐介

　　　西田　秀生

　　　小林　繫

　　　三山　和司

　　　三山　和司

　　　山品　賢士

　　　桑田幸志朗

　　　伊藤　泰臣

　　　井上　哲仁

　　　井上　哲仁

　　　井上　哲仁

　　　伊藤　泰臣

　　　広兼　祐介

準優勝

　３　位

　優勝

　　　土屋　信弘

　　　土屋　信弘

　　　町支　優樹

　　　竹廣　秀視

　　　渕上　修平



第３９回教育長杯テニス大会（男子Ｄ級）

4246 (1)雲田　光直

（やすいそ庭球部）

    Bye

    Bye 　　　　８－１

9956 (2)大谷　祐二

（No Limits）

1508 (3)出羽　利至 　　　　８－６

（BSTC）

    Bye

    Bye
　　　　　Ｗ.Ｏ

1201 (4)岩本　伸一朗

（アイシャドウズ）

(5)福田　義浩 　　　　　　８－１

（No Limits）

    Bye

802 (6)浅野　雄大 　　　　８－１

（ラフィング）

1307 (7)今井　祥二 　　　　８－４

（FUTURE-ONE東広島）

9958 (8)飯野　和隆 　　　　９－７

（No Limits）

    Bye

    Bye
　　　　８－６

127 (9)正木　和夫

（Team ふしちょー） 原田　徹

1949 (10)岸田　直樹 　８－０

（マツダ）

    Bye

    Bye 　　　　８－３

1517 (11)小野　善彦

（BSTC）

9959 (12)村上　寛 　　　　８－３

（GTC） 　　　　　原田　徹

(13)原田　徹 　　　　８－１

（No Limits）

    Bye
　　　　８－１

1349 (14)廣瀬　孝司

（FUTURE-ONE東広島） 　　　　　原田　徹

9957 (15)西野目　剛史 　　　　　　８－１

（No Limits）

    Bye

233 (16)福村　俊平 　　　　８－３

（シャープTC）

803 (17)中田　英孝 　　　　８－３

（ラフィング）

(18)白神　浩二 　　　　８－６

（チームMTY）

    Bye

    Bye
　　　　８－５

３位決定戦 　　岩本伸一朗

1513 (19) 坂　裕文 白神　浩二

（BSTC） 　　８－３

　　白神　浩二

［シード順位］(1)、(19)

　　　　福田　義浩

　　　白神　浩二

　　　白神　浩二

　　　正木　和夫

　　　岸田　直樹

　　　大谷　祐二

　　　岩本伸一朗

　　　岩本伸一朗

　　　浅野　雄大

　　　福田　義浩

　　　福田　義浩

　３　位

　優勝

準優勝

　　　原田　徹

　　　原田　徹

　　　福村　俊平

　　　福村　俊平



第３９回教育長杯テニス大会（壮年ＡＢ級）

(1)高杉　和正

（個人会員）

    Bye

　高杉　和正

    Bye 　　８－５

1901 (2)鮎川　良二郎

（マツダ） 　高杉　和正

9961 (3)前田　真吾 　　　９－７

（ながれもの） 　　金井　洋

1822 (4)金井　洋 　　　８－６

（Since34） 　　金井　洋

    Bye 　　　８－２

440 (5)野田 隆司

（西条ﾛｲﾔﾙTC）

1305 (6)浜崎　孝

（FUTURE-ONE東広島）

    Bye

　中川　勝範

3924 (7)中川　勝範 　　　９－７

（Copain'ず） 　　中川勝範

2803 (8)安達　修 　　５－０RET

（ﾒﾃﾞｨｯｸｽ） 　酒井　孝浩

419 (9)浅倉  徹 　　　８－６

（西条ﾛｲﾔﾙTC） 　木船直人

103 (10)木船　直人 　　　Ｗ.Ｏ

（Team ふしちょー） 　酒井　孝浩

    Bye 　　　８－４

(11)酒井　孝浩

（Since35）

［シード順位］ (1)

高杉　和正
　　８－４

　優勝

準優勝



第３９回教育長杯テニス大会（壮年ＣＤ級）

(1) (2) (3) (4) (5)

5205 (1)梶田　慎司

（個人会員(ケセラセラ)

(2)小平　豊

（マツダ）

404 (3)山崎　勝義

（西条ﾛｲﾔﾙTC）

1926 (4)　乾　正男

（マツダ）

548 (5)岸野　慎二

（高美が丘TC）

［シード順位］(1)

※３名リーグの２試合目は１試合目の敗者と３者目が試合を行います。
※４名リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

優 勝

０ー６

４ー６

【12:00集合 】

６ー７(2) ６ー１ ６ー３ ６ー0

７ー６(２) ６ー１ ７ー６(4)６ー１

０ー６ ６ー７(4) ６ー０ ６―４

１ー６ １ー６ １ー６

３ー６ １ー６ ６ー１



第３９回教育長杯テニス大会（女子Ａ級）

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

1351 (1)浜崎　佳代

（FUTURE-ONE東広島）

4852 (2)浅井　優菜

（広島文化学園大学）

4385 (3)冨田　明日香

（やすいそ庭球部）

(4)白神　佳菜

（広島文化学園大学）

［シード順位］ (1)

※３名リーグの２試合目は１試合目の敗者と３者目が試合を行います。
※４名リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

優　勝

５ー７ ６ー１ １ー６

６ー４ ６ー１ ６ー１

  【  11:15集合 】

６ー３ ７ー５ ４ー６

３ー６ １ー６ １ー６



第３９回教育長杯テニス大会（女子Ｂ級）

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

4261 (1)千田 智恵子

（やすいそ庭球部）

(2)福永　朋子

（アシニスクラブ）

151 (3)河本　香織

（Team ふしちょー）

1755 (4)光森　翼

（アシニスクラブ）

［シード順位］ (1)

※３名リーグの２試合目は１試合目の敗者と３者目が試合を行います。
※４名リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。

Ｗ.Ｏ

Ｗ.Ｏ

７ー６(6) ５ー７ Ｗ.Ｏ

  【 12:00集合 】

５ー７ ６ー７(6)

７ー５ ７ー５
優　勝



第３９回教育長杯テニス大会（女子Ｃ級） 　2日目（１１月8日）

(1)神野　文香

(HAKUWA TS)

    Bye

    Bye

1375 (2)松本　明有美

（FUTURE-ONE東広島）

4374 (3)弓井　真由美

（やすいそ庭球部）

    Bye

    Bye

9964 (4)高下　理恵

（NBテニスガーデン）

1370 (5)平田　千秋 　　　　　　　８－３

（FUTURE-ONE東広島）

    Bye

(6)景山　繁美

（やすいそ庭球部）

1654 (7)住吉　順子

（No Limits）

1383 (8)大屋　恵

（FUTURE-ONE東広島）

    Bye

    Bye

4290 (9)成田　直美

（やすいそ庭球部）

［シード順位］(1)、(9)

　　　　成田　直美
　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　８－３

優　勝

準優勝
　　　　景山　繁美
　　　　　８－６

　　　　景山　繁美
　　　　　８－１

　　　　景山　繁美
　　　　　　　　９－７

　　　　神野　文香
　　　　　８－３

　　　　神野　文香

　　　　　神野　文香

　　　　弓井真由美
　　　　　８－４



第３９回教育長杯テニス大会（女子Ｄ級） 2日目（１１月8日）

2252 (1)二宮　裕子

（FTOTC）

    Bye

　二宮　裕子

    Bye 　　　８－２

1372 (2)勝村　友紀子

（FUTURE-ONE東広島） 　中村　雅代

9955 (3)櫛桁　珠理 　　　８－２

（TAGチッチ）

(4)中村　雅代 　　　８－２

（No Limits） 　中村　雅代

    Bye 　　　８－１

476 (5)福本　さお里

（西条ﾛｲﾔﾙTC）

154 (6)中の　三弥子

（Team ふしちょー）

    Bye

　唐木　美駆

852 (7)小林　桂子 　　９－８(5)

（ラフィング） 　　唐木　美駆

(8)唐木　美駆 　　８－５

（TAGチッチ） 　唐木　美駆

9960 (9)行武　奈帆 　　　９－７

（PROGRESS） 　行武　奈帆

1378 (10)郷坪　千佳子 　　　Ｗ.Ｏ

（FUTURE-ONE東広島） 　行武　奈帆

    Bye 　　９－８(5)

9704 (11)和田　典子

（ATC）

［シード順位］ (1)、(11)

　中村　雅代

中村　雅代
　　８－０

優　勝

準優勝


