
「第１６回東広島小学生テニス大会」ドローのご案内
２０２２年 ２月１３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．開催日程

 ２０２２年２月２７日（日）　　※予備日３月１９日（土）

※ドローに記載された集合時間までに受付を済ませてください。
※受付時に参加料のお支払いとコロナ感染症チェックシート（選手・引率者）の提出をお願いします。

４．参加料

※受付時にお支払いください。（出場クラスとドロー番号をお伝えください）

①　東広島市に在住もしくは在学の小学生

　　 または東広島市テニス協会に登録の小学生　１，５００円/１名　

②　その他（①以外の小学生）　２，５００円/１名

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

　　　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
・本戦およびコンソレーションマッチとも６ゲーム先取、ノーアド方式です。

・審判はセルフジャッジとします。

・ウォームアップはサービス４本のみとします。

８．使用球 ：　オープンクラスはダンロップFORT、4年生以下クラスはグリーンボール

９．ルール ：ＪＴＡテニスルールブック2021年版を準用します（ただし東広島市テニス協会競技規則を優先します）

１０．注意事項

（１）受付時間厳守（８：３０～集合時間）

・集合時間までに受付を済ませてください。

※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ります）

・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！）

・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）

・大会レフェリー：妹尾

・アシスタントレフェリー：浅倉

・運営担当（クラブ団体）：西条ロイヤル

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

・雨天の場合は4年生以下のクラスを優先します。

・当日７時３０分から８時の間に当会ホームページに載せます。http://higashihiroshima-tennis.jp/

 ・悪天候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、変更されることがあります。

・申込締め切り後のキャンセルは受け付けておりません。

・大会当日棄権される場合は、申込み所属団体を通して参加料をお振込みください。

（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。

・駐車場所によっては樹木保護のため、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。（遅くても集合時間前に！）。

※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。

①０７０－４４７８－３２９９　（ﾒｰﾙ： ehta202001★gmail.com)

尚、メールは★を@に変換してご使用ください。

　（迷惑メール防止の為、@は使っておりません）

（６）新型コロナウイルス感染対策ガイドライン

・当日受付時に検温を実施します。（チェックシートはドローと同時に大会案内にアップします）

・事前に「新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）症状チェックリスト」を各自が記入し、大会当日提出してください。

・大会新型コロナウイルス感染対策ガイドラインに沿った対応をお願いいたします。



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。

※　表彰対象者は中国新聞・プレスネットに名前が掲載されます。

※　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。

「第１６回　東広島小学生テニス大会」表彰対象者

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年生以下男子



3位 （1）山田　悠世
(やすいそ庭球部)

    Bye 60

（2）佐々木　惺也 WO
(Hibridテニススクール)

（3）尾崎　海斗 61
(HAKUWA TS)

60
（4）中西　敦也 65
(Hibridテニススクール)

（5）竹野　聡汰 60
(やすいそ庭球部)

    Bye

（6）前川　崇琉 65
60 (FUTURE-ONE東広島)

優勝 （7）沖本　怜遠
(Scratch)

    Bye 61

（8）山﨑　崇士朗 60
(やすいそ庭球部)

（9）飯田　奏多 60
(HAKUWA TS)

63
（10）林　映多 61
(Hibridテニススクール)

（11）折本　壮一 WO
(やすいそ庭球部)

    Bye

（12）松永　悠希 63
65 (庭球館)

（13）高橋　英士
(NBテニスガーデン)

    Bye 61

（14）村上　類 62
(やすいそ庭球部)

（15）松永　志優 65
65 (HAKUWA TS)

（16）石川　智悠 61
(Hibridテニススクール)

（17）大峰　惺吾 60
(Scratch)

    Bye

60 準優勝 （18）沖田　太陽 63
(やすいそ庭球部)

（19）髙浦　健
(やすいそ庭球部)

    Bye 63

コンソレ1位 （20）ウォード千也理 63
(NBテニスガーデン)

（21）山根　尚幸 60
60 (HAKUWA TS)

（22）松永　十葉 61
(HAKUWA TS)

（23）荒古江　優樹 WO
(Hibridテニススクール)

    Bye 3位決定戦
（24）曽我部　健太

(NBテニスガーデン) （1）山田　悠世 24 62

［シード順位］ (1)、(24)、(13)、(12)、(7)、(18)、(19)、(6) （19）髙浦　健

※大会当日棄権される場合は、申込所属団体を通して参加料をお振込みください。

「第１６回東広島小学生テニス大会」（男子オープン）　



優勝 （1）阪田　大知
(アキラITC)

    Bye 64

コンソレ1位 （2）瀧本　悠友 63
(NBテニスガーデン)
（3）沖本　彪真

(Scratch) 61
61

（4）東奥　陸 63
(西条ロイヤルテニスクラブ)

（5）瀬尾　康成 61
62 (Hibridテニススクール)

（6）永木　里樹 61
(みなみ坂TS)

（7）南角　健太 61
(NBテニスガーデン)

61

準優勝 （8）渡邉　廉仁 60
(Tension)

（9）瀬尾　悠成 60
61 (Hibridテニススクール)

（10）大峰　侑真 WO
(Scratch)
（11）曽我部　昇太

(NBテニスガーデン) 65
65

（12）中西　順也 63
(Hibridテニススクール)

（13）市原　昊輝 60
(みなみ坂TS)

    Bye
（14）城戸　星音
(TCS)

［シード順位］ (1)、(14)、(8)、(7)

※大会当日棄権される場合は、申込所属団体を通して参加料をお振込みください。

「第１６回東広島小学生テニス大会」（男子４年生以下）



優勝 （1）福岡　姫奈
(Tension)

    Bye 60

（2）日高　純怜 WO
(Scratch)
（3）市原　凛

(みなみ坂TS) 60
62

（4）行武　涼帆 65
(PROGRESS)

（5）重信　弥花 63
60 (Hibridテニススクール)

コンソレ1位 （6）島本　凛 63
(NBテニスガーデン)
（7）東奥　美菜

(西条ロイヤルテニスクラブ) 60
61

（8）野村　海心
(やすいそ庭球部)

    Bye 62
63

準優勝 （9）森澤　フジ花 61
(NBテニスガーデン)
（10）阪田　美結

(アキラITC) 64
63

（11）行武　奏帆 60
(PROGRESS)

（12）酒井　ひいろ 63
(NBテニスガーデン)

    Bye
（13）山本　咲和
(やすいそ庭球部)

［シード順位］ (1)、(13)、(8)、(7)

※大会当日棄権される場合は、申込所属団体を通して参加料をお振込みください。

「第１６回東広島小学生テニス大会」（女子オープン）



準優勝 （1）小田　晴日

(みなみ坂TS) 60

（2）岡崎　祥子

(アキラITC) 61
60

（3）浦江　栞奈

(みなみ坂TS) 65

（4）森澤　いせ奈
(NBテニスガーデン)

64 65

（5）金田　葉音

(HAKUWA TS) 60

（6）宮森　琴音

(みなみ坂TS) 60
61

コンソレ1位 （7）山根　光織

(NBテニスガーデン) 65

優勝 （8）平尾　茉理奈
(Hibridテニススクール)

［シード順位］ (1)、(8)

※大会当日棄権される場合は、申込所属団体を通して参加料をお振込みください。

「第１６回東広島小学生テニス大会」（女子４年生以下）


