
平成 22 年 7 月 15 日 
海南市テニス協会 

第 29 回海南市クラブ対抗戦 
大会会長    柳川 和一郎 
大会副会長   森川 隆  畑中 正 
大会委員長   奥田 一之 
大会ﾚﾌェﾘｰ   佐々中 英典 
大会運営団体  テニススクール海南 
大会会場    海南東部市民運動場 人工芝コート６面 (Tel：073-487-4400) 
使用球     ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄｲｴﾛｰ 
主 催     海南市テニス協会 
 
【大会日程】 
 本日程 予備日 競技内容 
第 29 回クラブ対抗 7／25（日） 8／1（日） トーナメント 1Ｒ～Ｆ 

 
《大会注意事項》 
１．出席は原則として、全員揃った時点で試合指定時刻の 10 分前までに本部へ届けて

下さい。 
試合指定時刻に遅れた場合は失格となります。 

２．競技方法 
  ① 1 セットマッチ（６－６でタイブレーク） 

② 初戦敗退クラブによるコンソレを行います。但し、時間の都合により中止にな

る場合があります。 
  ③ 勝敗が決まり次第、試合を中止する事。 但し、初戦は勝敗が決まっても、   

全試合行って下さい。 
  ④ ボールは敗者チームの持ち帰りとします。 

 
  

３．試合前のウォーミングアップはサービス、４球のみとします。   
４．試合は全てセルフジャッジとします。 
５．雨天決行もあるので、試合時刻 10 分前までに集合して下さい。 
６．雨天順延による日程変更もありますので、大会会場及び、海南市テニス協会ホーム

ページ(http://www.geocities.jp/hisakazu_ki/)にて確認して下さい 
７．試合の運営は、JTA TENNIS RULE BOOK 2010 に基づいて行います。 
  競技中参加者が傷害を生じた場合は、主催者は応急処置のみ行う。 
８．その他 

(1) 三位決定戦は行いません。 
  (2) 試合終了後、勝利チームが本部に戦績を報告して下さい。 

(3) 各クラブ代表者は、試合日程及び試合時間等をクラブ員に連絡して下さい。 
(4) 登録メンバー追加は、大会当日本部まで連絡して下さい。                  

                                  以上 
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各クラブ登録メンバー 

阪中 俊晴 西中 則人 山本 修也 野口 秀人 永井栄一郎 坂本 浩捷

栂野 敬吾 森 緑 赤松絵津子 坂本有佳里 宮崎眞由美 谷為正太郎

平田 正美 濱 淳司 永井 明 平松 利史 宮脇 三佳 長尾 成記

川端 亮弘 浜端 晃 三浦 理絵

KTC　Aチーム 松本 義史 下村 知雄 中納 亮介 井川 勝利 宮嶋与史嗣 廣 拓志 橋本 伸木

KTC　Bチーム 畑中 正 石本 和俊 山路 雅司 坂部 泰生 口井 康秀 田尻 明彦 坂本 匤也

花王TC 谷野 謙次 山下二三夫 木下 隼人 多勢雄一郎 玉置 量也 畑 宏昌 伊藤 徳祐

十河賢一郎 四宮 禎治 西澤 弘晃 津田 和城 木下 直哉 矢追 秀樹

坂口 公俊 藤田 寛之 原田 裕哉 十河 千草

TC四季　Aチーム 中尾 晴信 橋本 充司 金子 浩司 林 幹也 貴志 洋平 向原 武

上野 元義 吉村 直浩 浜ノ上広樹 松下 喜臣 堰本 真夫 南方 克之

後藤 崇寿 前北 政智 宮下 好史 島澤 幸平

たつべ　Aチーム 山田 雅昭 奥田 一之 大岡 忠宏 出口 貴浩 糸川 哲史 森川 雄大 森川 隆

山添 彰三 宮本 和哉 山野 博志 吉川 幸永 高木 繁彰 雑賀 敬司 柿本 武美

樫木 和夫 八幡 景子

JTC 平川 太一 佐々中英典 鷹屋 潤氏 津村 謹ニ 森下 恭行 松村 洋之

ストロベリーキッス

WPR
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平成 22 年 7 月 15 日 
海南市テニス協会 

第 2 回 Best friends Cup 
大会会長    柳川 和一郎 
大会副会長   森川 隆  畑中 正 
大会委員長   奥田 一之 
大会ﾚﾌェﾘｰ   佐々中 英典 
大会運営団体  テニススクール海南 
大会会場    海南東部市民運動場 人工芝コート６面 (Tel：073-487-4400) 
使用球     ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄｲｴﾛｰ 
主 催     海南市テニス協会 
 
【大会日程】 
 本日程 予備日 競技内容 

第 2 回 
Best friends Cup 

7／25（日） 8／1（日） トーナメント 1Ｒ～Ｆ 
 

《大会注意事項》 
１．出席は原則として、全員揃った時点で試合指定時刻の 10 分前までに本部へ届けて

下さい。 
試合指定時刻に遅れた場合は失格となります。 

２．競技方法 
  ① 男子ダブルス・女子ダブルスの順番（運営上順番の変更あり）で、試合を行い、

１勝１敗時にミックスダブルスを行います。 
② 男子ダブルス・女子ダブルス共に 1 セットマッチ（６－６でタイブレーク） 

    ミックスダブルスは、タイブレークマッチで勝敗を決めます。 
③ 初戦敗退チームによるコンソレを行います。但し、時間の都合により中止にな

る場合があります。 
  ④ ミックスダブルスのペアは、各試合ごとに変更する事 
  ⑤ ボールは敗者チームの持ち帰りとします。  
３．試合前のウォーミングアップはサービス、４球のみとします。   
４．試合は全てセルフジャッジとします。 
５．雨天決行もあるので、試合時刻 10 分前までに集合して下さい。 
６．雨天順延による日程変更もありますので、大会会場及び、海南市テニス協会ホーム

ページ(http://www.geocities.jp/hisakazu_ki/)にて確認して下さい 
７．試合の運営は、JTA TENNIS RULE BOOK 2010 に基づいて行います。 
  競技中参加者が傷害を生じた場合は、主催者は応急処置のみ行う。 
８．その他 

(1) 三位決定戦は、行いません。 
  (2) 試合終了後、勝利チームが本部に戦績を報告して下さい。 

(3) 各クラブ代表者は、試合日程及び試合時間等をクラブ員に連絡して下さい。 
(4) 選手変更は、当日本部まで連絡して下さい。但し海南登録以外の選手は 1 名まで。 

以上 



第 2 回 Best friends Cup ドロー 
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各チーム登録メンバー 

みどりちゃん 阪中 俊晴 西中 則人 森 緑 坂本 有佳里

まっちゃん 野口 秀人 山本 修也 松井 淳子 赤松 絵津子

ふみちゃん 永井 栄一郎 坂本 浩捷 田村 ニ美代 宮崎 眞由美

たつべA 山田 雅昭 奥田 一之 八幡 景子 佐原 由起

たつべB 下村 知雄 大岡 忠宏 出口 磨美 石戸 正代

フレンズ 千野 洋史 松本 義史 東山 亜美 千野 明子

WAKABA-1 藤岡 賢二 濱西 徹 鳥居 加津美 佐古 あやか

WAKABA-2 原田 裕哉 木下 直哉 南 沙知 大谷 陽子

WAKABA-3 天井 伸明 光岡 隆行 森下 友紀子 飯島 雅子

TC四季 上野 元義 吉村 直浩 山本 佳代 後藤 瑞穂

はじめまして 宮井 克之 曽根 秀貴 西門 直美 丸山 敦子

 


