
1 大会当日は、8時30分までにチームとして出席を本部に届けてください。

受付後引き続いてドロー組合せ抽選を行ってください。

8:40　本部前で代表者説明会、9:00　試合開始です。

2 試合方法

☆　シングルス２とダブルス１による加盟市郡協会の対抗戦（トーナメント）とします。

（敗者によるコンソレーションマッチを行います）

初戦のみ全種目をしますが、以降は勝敗決定後打ち切りとします。

（コンソレーションはすべて勝敗決定後打ち切りです）

☆　各試合は1セットマッチ（デュースあり）

　　コンソレーションは6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式とします。

☆　天候、その他での理由により、試合方法を変更することがあります。

☆　組み合わせは当日、オープンドローにて行います。

☆　試合順序は、シングルス１、シングルス２、ダブルスの順序とします。

☆　試合前の練習はサービス4本のみとします。

3 試合はセルフジャッジとします。

4 ルールはJTA　テニスルールブック2014に準じます。

5 選手の変更は、各チーム１名までとし、当日朝の受付において届けるものとします。

6 各対戦ごとに、メンバー表を作成し、相手チームと交換してください。

試合終了後勝利チームは、結果とボールを本部に提出してください。

7 大会終了後、表彰式を行い、本戦1位～3位及びコンソレーション優勝チームを表彰します。

8 その他

☆　昼食は、選手各自でご準備ください。

☆　競技中の事故について、応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません

　　のでご了承ください。

ジュニアー大会試合注意事項
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2014年　第25回兵庫県都市対抗テニス大会

ジュニアの部（男子） ジュニアの部（少女）

1 1



小島 勝志 岩城 吉夫 戸高 貞奈 卜部 淳子 由良 辰瑠

中野 慎太郎 五百蔵 米雄 戸高 未有 竹内 未宝 池田 有紀

前田 裕行 佐々木 康治 松下 歩美 早野 知実 松栄 邦彦

毛利 直人 石井 龍平 岡  実里 兼田 由賀里 西村 あい子

齋木 俊秀 川井 文仁 香川 悦子 玉田 年世 岩崎  寛 

伊藤 啓介 中原 浩之 山際 絵梨 船橋 美好子 岩崎 志奈子

萬代 知也 松下  茂 大塚 初恵 都出 淳子 鈴木 弘則

古庄 卓人 藤井 郁浩 上村 直子 桜井 美紀 鈴木  生

澁谷 祐樹 中嶋 勤成 菅村 由香 角  元子 重政  淳

黄  賢人 福永 俊介 大塚 奈津美 三木 範子 丹野 里佳子

山本 泰之 野崎 泰之 田治見 優子 大成 由香 原田 大地

渡邊 由真 中筋 智明 武村 真由美 加藤 安津子 野崎 玲美

橋本 康則 桜井 弘明 内田 有沙 森 サトミ 長谷川 法生

芦田  基 香山  悟 松田 恵里奈 横山 真理 神山 朋子

杉本 慎一郎 池田 光隆 池田  花 田上 加奈子 山本 優希

中田 悠伊 永岡  宏 鈴木 明子 山口 久美子 安田 紘子

菊池  陽 佐藤 静也 大山 由希 川島 純子 戸谷 晃士

六車 直遠 宇治  弘 生島 恵理子 長安 幹子 鈴木 亜希

友杉 文哉 清水 美喜夫 水間 暁子 田中 陽子 牧田 和輝

伊藤 寿明 岩本 秀樹 水間 晴子 石井 信子 松本 夏苗

中山 喬裕 實井 誠治 設楽 優子 稲角 典子 小柴 寛告

吉井 康裕 橋本  浩 駒田 優子 吉田 悦子 山田 千鶴

荒川  陽 田中 涼麻 吉田 朋夏 木嶋 亜天

増田 快斗 末岡 大和 森田 彩来

堺  太志 新城 慶大 水田 ひより 市川 業澄

岡嶋 武隆 川井 皓貴 人見  麗 今田  穂

小西 絵斗 一瀬 瑠南

森田 篤郎 清水 崇人 森田 真帆 武村 夢美

里井 剛樹 太田 晧介 宮崎 明莉 櫻井 ゆき

唐津 里渚 元山  優

大植  駿 谷田 大和 福嶋 優美香 宗和 南波

谷  大輔

山中 太陽 田中 健貴 小曾根 祐衣 小曾根 真衣

藤本  拓 宮川 弘輝 吉田 涼香 吉田 涼音

宮田 真之介 氷室 杏美

7 西宮市

8 姫路市

4 三田市

5 高砂市

6 宝塚市

1 明石市

2 加古川市

3 神戸市

10 姫路市

11 三木市

少　年　の　部 少　女　の　部

7 高砂市

8 宝塚市

9 西宮市

4 加古川市

5 神戸市

6 三田市

1 明石市

2 尼崎市

3 伊丹市

選  手  名  簿

男子ダブルス１ 男子ダブルス２ 女子ダブルス１ 女子ダブルス２ 混合ダブルス


