
・と  き 平成１９年８月１１日（土）１２日（日）

・ところ 大分スポーツ公園テニスコート

・使用球 スリクソン（ダンロップ）

　

・主  催 大分県テニス協会

・協  賛 （株）ダンロップスポーツ

（豊の国　かぼすカップ）

第９回 大分県チーム対抗テニス大会



大会会長 中山　二郎

大会副会長 関谷　忠 井上　　馨 小手川　励人

大会ディレクター 金丸  明弘

レフェリー 結城  順史

種          目 ８月１1日（土） 会    場 ８月1２日（日） 会    場

一般男子Ｂ １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

一般男子Ｃ １Ｒ～ＱＦ 全て ＳＦ～Ｆ 全て

一般男子Ｄ １Ｒ～ＳF スポーツ公園 Ｆ スポーツ公園

一般女子Ｂ １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

一般女子Ｃ １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

一般女子Ｄ １Ｒ～ＳF Ｆ

1   全種目シングルス１、ダブルス２の（３ポイント）団体対抗戦

2   試合の順序はダブルスＮｏ２、Ｎｏ１、シングルスＮｏ１で行う

　   ※オーダーはランキングに関係なくフリーとする

3   試合は全て１セットマッチ（６ゲームオールタイブレーク）ノーアドバンテージスコアリング方式

      初戦のみ全試合行うが、ポイント決定後は６ゲーム先取とする。

　　 　尚、初戦以後の試合はポイント決定後打ち切りとする。

4   試合前のあいさつ時に対戦相手の確認をすること。（チームの代表者が紹介をして下さい）

1   オーダーオブプレーで行いますので各チームはコート等の確認をすること。

2   昼食等で会場を離れる場合は必ず本部の了承を得ること。尚、試合開始時にコートにいない

  場合は遅刻によるペナルティーを適用する。

3   審判はセルフジャッジとし、問題がある場合はレフェリーに連絡してください。

  （大会目的の点からロービングアンパイヤは配置しません）

4   番号の若いチームが本部にボールを取りに来ること。

    　試合後は勝者が本部にボールを返却し、試合の結果を報告すること。

5   エンドチェンジをするときにスコアボードにスコアをいれること。

6   試合前のウォームアップはサービス４本のみとする。

7   服装はロゴ、服装の規制を致しません。但し、テニスシューズを着用のこと。

8   本トーナメントはすべてのプレーヤーを公平に扱います。

9 　本要項は天候等やむをえない事情により変更されることがある。

10 　その他の事項については（財）日本テニス協会テニス競技規則、公式トーナメント競技規則によります。

大  会  役  員

日  時  ・  会  場

試  合  方  法

大会注意事項



男子Ｂ級
１Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ ＳＦ ＱＦ ２Ｒ １Ｒ

男子Ｃ級
１Ｒ ２Ｒ 3Ｒ ＱＦ ＳＦ ＳＦ ＱＦ 3Ｒ ２Ｒ １Ｒ

男子Ｄ級
１Ｒ  ＳＦ ＳＦ １Ｒ

1 東芝大分

ｃａｔｓ

Ｆ

8 分大。

9 ラフＢ

10 別府市役所

Ｆ

15 ファイヤーマンⅢ

18 福徳学院高Ａ

8 別府商業Ｂ

6 ｎｏ－ｃｏｎ

1

20

29

ＤＪ５０年会 10

2 ラフＣ ラフＡ 11

3 Ｎｓｐｏ　宇曽山メタボリック’ｓ 佐伯クラブ 12

4 ギネス認定　世界一木樽 旭化成 13

5 大分雄城台高校 ラフ医大ヶ丘校Ａ 14

6 ＯＭＵＳ ＦＳドライブボレー 15

7 ラフ医大ヶ丘校Ｂ 大銀はねつきテニスクラブ 16

ＢＹＥ 17

大分市役所 18

ファーストテニスクラブ 19

2 ラフ医大ヶ丘校Ｂ 別府商業Ｃ

3 チャレンジおおいた国体めじろん隊 佐伯市役所ＴＣ　Ａチーム 21

4 大銀はねつきテニスクラブ ラフ 22

5 佐伯市役所ＴＣ　Ｂチーム チーム・諏訪家の一族 23

大分市役所Ｂ 24

7 Ｎすぽ　宇曽山俺たちは２軍 きつきんおいさんたちＺ 25

カッターズ 26

9 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ｂ ２０：３０ 27

スル・フェ・アンジュ 28

11 日鉱テニスクラブ 別府商業Ａ

12 きつきんおいさんたちＸ ポリンキー 30

13 別府大学 ＢＬＡＣＫ＆ＢＬＵＥ 31

14 ロケット花火～ズ チームＵＳＡ 32

Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ａ 33

16 サタモニ 大分テニスクラブ 34

17 大分市役所Ａ

ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　星組

日出暘谷高校 35

ラフ医大ヶ丘校Ａ 36

3 福徳学院高Ｂ

Ｆ

1 Ｂ．Ｊ　ＧＯＳＥＮＳ

別府商業 27

25

2 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　月組 ＢＹＥ 26



女子Ｂ級
１Ｒ ＳＦ ＳＦ １Ｒ

女子Ｃ級
１Ｒ ＱＦ ＳＦ ＳＦ ＱＦ １Ｒ

女子Ｄ級
１Ｒ ＳＦ ＳＦ １ＲＦ

5

3 チームアデージョ

アゲイン５

7

2 Ｐｅａｎｕｔｓ ブーツとキャンプ

ＢＹＥ

6

8

1 チームＵＳＡ

るねＦｒｉｅｎｄｓ

4 別府商業 ラフ

ラフＡ

6

Ｎすぽ宇曽山ＷＯＭＥＮ６人衆

3 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　華組

ＢＹＥ

8

7 ファーストテニスクラブ

11

ラフ医大ヶ丘校 14

サタモニ 135

3 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ｂ

4 ＲＥＮＡＩＳＳＡＮＣＥ

26

大分商業Ｂ 27

Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ａ 12

25

大分市役所 16

ＢＹＥ 15

Ｆ

 

Ｆ

1 大分商業A ラフＢ

2 ＢＹＥ

9

Ｍｏｋｕｙｏｕｋａｉ　ＴＣ 10

1 別府商業 Ｂ．Ｊ　Ｐｒｅｔｔｙ　ｇｉｒｌｓ

2 大分商業Ｃ ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　空組



1 2 3 4 5 6

1 ギネス認定　世界一木樽 山高　直史 小手川　励人 菅　晃博 武田  純一 佐藤　象久 矢田　晴孝

2 ＦＳドライブボレー 佐藤　博行 西　昌英 坂本　哲也 伊豆田  政克  

3 大銀はねつきテニスクラブ 濱嵜  淳一 矢野  雄士 渡辺　悌一郎 染矢　誠一郎

4 分大。 幸　健太郎 岩永　格宣 有田　知史 小倉　久喜 井上　領太郎

5 Ｎｓｐｏ　宇曽山メタボリック’ｓ 辻　隆史 麻生  稔 村上　博秋 前田　智史 小野  憲冶

6 旭化成 野田　英児 浅井　佑介 松井　隆亮 熊澤　光洋 寿真田　崇志

7 佐伯クラブ 衛藤  正樹 衛藤　淳 工藤　信夫 木本　裕三 佐藤　隆一郎 伊藤　鋭典

8 ラフＡ 井上  隆亜樹 村谷　正美 津崎　哲也 安部　健一

9 ラフＢ 田中  義則 新井　啓友 入倉  博 梶谷　修 小坂　直樹

10 ラフＣ 矢加部  恭 北村　賢悟 永田　麿紗則 緒方　康司

11 ラフ医大ヶ丘校Ａ 岩尾　尊史 鈴木　貴久 但馬  敬 野田  浩司

12 ラフ医大ヶ丘校Ｂ 原嶋　弘治 福長　直也 藤原　大記 清家　豊

13 ＯＭＵＳ 長浜　純二 九鬼　佐一 梶原　徹 稲田　博文 井林　雄太

14 大分雄城台高校 後藤　貴博 田中　健治 光　正幸 原田　泰行 河下　恭彦

15 東芝大分 児玉　大祐 小野  一敏 梶谷  哲 加藤　剛史

16 ＤＪ５０年会 村松　親志 石田　秀樹 宇都宮　雅郎 春山　直基 三重野　充裕

17 大分市役所 羽田  尚史 橋本　金治 油布　憲司 橋本  陽嗣 吉原　正喜 加藤　康寛

1 2 3 4 5 6

1 ｃａｔｓ 大森　章裕 安部　誠 小野　勝裕 松原　佑介

2 チームＵＳＡ 安東　一憲 笛田　孝行 梶原　満 本多  慎一郎 野添　義広

3 大銀はねつきテニスクラブ 佐藤  賢一郎 石橋  孝 松井　一博 油布　修一 酒井　繁博

4 別府市役所 大谷  嘉彦 末宗　康宏 登根  澄 花田  伸一 阿南  剛 田中　誠

5 カッターズ 堀　和己 内田  和洋 新名　弘行 谷口　雅彦 畑尾  伴季 森田  哲也

6 ファイヤーマンⅢ 長野  光将 円本  誠一 内田  英二 田中　信二 松木  則男

7 チーム・諏訪家の一族 大浦　昇 川口　剛 中村　亮太 江藤　潤 諏訪　健治

8 Ｎすぽ　宇曽山俺たちは２軍 三ヶ尻　浩 佐竹　勉 中野　昭宏 村上　佳史 天本　聖

9 サタモニ 秋本　恭喜 田崎　克尚 後藤　明雄 法華津　敏郎 池辺　和生

10 大分テニスクラブ 加納  利生 青柳　勝美 五十嵐  副夫 朝倉  豊一 吉原  博 堀  正和

11 ポリンキー 芦刈　正 岩坪　亮 清松  豪 田代　勇一 古本　英治 岩坪　亮

12 別府商業Ａ 中川　征一朗 矢野　恭平 円藤　雅俊 吉野　秀一 安藤　清丈

13 別府商業Ｂ 佐藤　駿介 大野　朗弘 梅田　隆史 林　佑輔

14 別府商業Ｃ 柳　優喜 安部　晃 生野　主也 大山　貴弘

15 別府大学 内永　和吉 三浦　和浩 山崎　裕太 木次　雅隆

16 チャレンジおおいた国体めじろん隊 佐藤  裕一 大原　聖 岩尾　誠二 久枝　真一郎 児玉　孝司

17 きつきんおいさんたちＸ 橋本  道男 渡辺  晴記 高木  正弘 御堂　秀憲 青木　泰士

18 きつきんおいさんたちＺ 政谷  光彦 鈴木  章二 平野  芳昭 末国  浩一 神矢  公徳 宇都宮  正朗

19 ラフ 江利角　紘平 山川　雄作 永山　賢治 石田　茂

20 ラフ医大ヶ丘校Ａ 田中  康一 和田  茂 村上　和成 幸  郁

21 ラフ医大ヶ丘校Ｂ 大橋　京一 伊達　敬己 津田　寿 関　輝幸 渡辺　詔一

22 20:30 宇佐野　玄太 佐藤　邦雄 安達　佳輝 川畑　潤一 福原　彰

23 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ａ 小川　博之 古庄　年広 中村　裕之 衛藤　拓郎 大塚　浩司

24 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ｂ 園田　健仁 来崎　康崇 松岡　宏樹 渡辺　昌嗣 原　勝海

25 福徳学院高Ａ 土井　三鶴 軸丸　龍海 足立　一哉 後藤　裕司

26 ファーストテニスクラブ 小野　寿比古 白石　英郎 松谷 　悟 村上　啓之 坂本 悟史 田城　裕太

27 スル・フェ・アンジュ 安藤　勇 小野　喜太平 宇都宮　隆伸 中村　正史 藤田　栄 中村　憲明

28 ｎｏ－ｃｏｎ 吉見　達雄 菅家　博昭 小野　晃寛 甲斐　健史郎 平坂　雄一 岩尾　大輔

29 ＢＬＡＣＫ＆ＢＬＵＥ 亀田　達也 宮成　正夫 今城　辰也 池田　健治

30 ロケット花火～ズ 足立　智史 高橋　涼 陣内　雅実 伊東　彩 田仲　弘明

31 佐伯市役所ＴＣ　Ａチーム 三宅　和仁 高原　常彰 坪根　信彦 金田　隆

32 佐伯市役所ＴＣ　Ｂチーム 清家　辰治 中川　良浩 野村　勝彦 吉田　一仁

33 大分市役所Ａ 右田  芳明 岩本  和利 杉崎  悟 伊東  三男 足立　英謙 神田　俊一

34 大分市役所Ｂ 長浜  雅司 松尾  裕之 高瀬　勝教 後藤　高一 宮迫　和典 岩渕　亮

35 日出暘谷高校 西野　博 山下　尚哲 重安　直明 清水　雄大

36 日鉱テニスクラブ 笹原　直見 田辺　健太郎 嶋崎　智則 小野　勝久 八巻　徹夫

一般男子Ｂ級

一般男子Ｃ級



1 2 3 4 5 6

1 Ｂ．Ｊ　ＧＯＳＥＮＳ 堀口　洵也 安部　謙介 内浪　武 東田　圭司 横尾　行野 加川　聖果

2 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　星組 三浦　健治 松田　博士 小野　芳道 岐部　直人 岩本　荘司

3 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　月組 松尾　憲和 磯貝　健吾 畔津　芳朗 旭形　信一 池永　大輔

4 別府商業 安部　義基 高宮　佑季 松浪　一平 山下　大介

5 福徳学院高Ｂ 木下　誠興 寺次　孝有希 甲斐　歩樹 佐藤　宏樹 後藤　亮裕 天野　佑樹

1 2 3 4 5 6

1 チームＵＳＡ 正野  智美 中井　弘美 溝口　留美子 高窪　恵理子

2 アゲイン５ 長野　香織 足立　真弓 渡邉　景子 藤澤　貴美子 近藤　弘美

3 Ｐｅａｎｕｔｓ 矢田　章乃 生野　宏美 大神　栄子 山崎　ひとみ 平原　由美

4 チームアデージョ 三浦　かおる 宮田  道子 望月　留美 高橋　佳子 三浦　あかり

5 ブーツとキャンプ 二宮　加奈子 松井　ルミ子 南渕　恵美 塩崎　留美

6 ラフ 伊賀上  美奈子 野尻  由香里 生野　奈津子 宗　真理子 近藤　美奈子

7 るねＦｒｉｅｎｄｓ 犀川　はるひ 衛藤　宏美 松本　徳子 熊倉　貴子 安永　えみ

8 別府商業 櫻木　理紗 小野　千花 三浦　明日美 麻生　晃世 小田　聖美

1 2 3 4 5 6

1 大分商業Ａ 岡部　はるか 首藤　春香 川野　美穂 奥平　葵 吉永　弥生 江上　千夏

2 ＲＥＮＡＩＳＳＡＮＣＥ 清水　仁美 佐藤　聡子 古谷　久美 佐藤　京子 森田　志保

3 Ｎすぽ　宇曽山ＷＯＭＥＮ６人衆 三浦  裕子 安部　幸恵 小野  恵子 木本　真美 加藤　洋子 宮脇　奈美

4 サタモニ 幸　公 阿南　久美子 帆玉　ひろみ 渡辺　三千代 木本　保子 佐藤　恭子

5 ラフ医大ヶ丘校 安部  広美 安東　真紀 川野  真由美 後藤　千穂 園田　雅子 西　啓子

6 ラフＡ 石川  佳代子 進藤　美幸 須川　めぐみ 戒野　千世

7 ラフＢ 手嶋　絵里香 新納　里絵 加藤　貴子 平野　有希子

8 Ｍｏｋｕｙｏｕｋａｉ　ＴＣ 青野　佐江子 河野　亜由己 廣門　弘子 浦田　潤子 鈴木　陵子

9 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ａ 緒方　成美 加藤　成美 藤縄　優子 横手　えりこ 江口　久恵

10 Ｔｅａｍ　ＫＥＮＫＥＮ　Ｂ 小川　由美 亀山　絵美 中村　美由紀 金崎　めぐみ 藤澤　和代

11 ファーストテニスクラブ 薮田　庸子 高橋　美絵 清家　菜津美 小野　明須那 中嶋　香菜子

12 大分市役所 西  君枝 佐藤 イマ子 八巻　清美 三浦  朋美 川野  幸子 大久保　真美

1 2 3 4 5 6

1 Ｂ．Ｊ　Ｐｒｅｔｔｙ　ｇｉｒｌｓ 黒垣　帆南 塩崎　心 吉弘　美優 小畑　佳世 塩崎　芳野 槍丸　郁実

2 大分商業Ｂ 外園　なるみ 仲宗根　愛 清田　明日香 松井　理依 坪根　麻子 坂本　恵理

3 大分商業Ｃ 森　磨葵 日野　亜寿華 岩倉　菜摘 長尾　知佳

4 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　華組 伊藤　智子 幸　文子 佐伯　由紀 三田　優子 佐藤　萌

5 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ　空組 中元　里美 一宮　由美 廣瀬　多津恵 衛藤　由美子 首藤　裕美 野口　綾子

6 別府商業 中西　加奈 徳丸　彩夏 宇都宮　佳奈 安部　芽来美 有田　真紀

一般女子Ｃ級

一般女子Ｄ級

一般男子Ｄ級

一般女子Ｂ級




