
　　主　催 宇部市テニス協会 　　共　催 公益財団法人　宇部市体育協会 　協　賛 ㈱タツヤ

　　大会レフェリー 竹下 勝美 　　アシスタントレフェリー 有木 昭政

　　運営役員 出本 健一、　磯中 政彦、　曽田 憲史

　　当番クラブ スクランブル、　SUN FOREST TC

１．会　場 宇部市中央公園テニスコート　（砂入り人工芝コート20面）

２．日　時 令和元年12月15日（日）　　 受付：8:15～8:45

３．種　目 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス

４．試合方法 (1)　ラウンドロビン＆トーナメント方式併用による個人戦

※ 4組ブロックについては2試合で順位を決定します（A vs C、B vs Dの対戦はしません）

※ 3位決定戦は行いません。

(2) 6ゲームマッチ（6-6タイブレーク）　セミアドバンテージ方式

(3) 審　判　：　セルフジャッジ

(4) 試合球　：　ブリジストンＸＴ－8

※(1)(2)については、参加者数、天候等により変更する場合があります。

５．ドロー 試合当日、くじ引きにより決定 ※シードは設定しません

8:15～8:45までに受付を行い、同時にドローの抽選を行っていただきます。

※ エントリーリストを添付しますので、抜けが無いか確認願います。不備があれば下記まで連絡ください。

ドロー公開 9:00予定　　9:15より試合開始とします。

６．棄権連絡 令和元年12月14日（土)　１８：００までに下記までメールでご連絡ください。

連絡先： E-mail：

７．その他 大会期間中の事故、負傷等その他一切の責任は負いません。

第13回　クリスマスオープンテニストーナメント　実施要綱



男子 女子 混合

濱上 英昭 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

金坂 知典 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

森本 哲也 コスモポリタン

横枕 祐浩 ＢＰＰ

秋山 優太 山口清交ＴＣ

柿本 一輝 山口ウインズＴＣ

山崎 知則 西岐波テニスクラブ

原田 功 ｗｉｎｎｉｎｇ　ｓｈｏｔ

田中 蓮斗 カトウテニスクラブ

阿部 匠太朗 大和オレンジボールＴＣ

野村 瑛宙 ジョイスポーツＴＣ

野邑 晃久 ジョイスポーツＴＣ

原 優輝 ジョイスポーツＴＣ

山本 正三 ジョイスポーツＴＣ

太田 裕規 ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

大田 龍也 ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

中村 嘉孝 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

村上 彰教 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

赤川 聡 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

山田 智仁 トゥネテニスクラブ

深田 将裕 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

中村 太一 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

松田 将起 ジョイスポーツＴＣ

田村 郡治 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

西村 修斗 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

松冨 仁紀 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

辻間 貴幸 ジョイスポーツＴＣ

米田 修 オレンジハウス

吉本 聡 エスティーテニスクラブ

坂本 隼輝 エスティーテニスクラブ

曽田 憲史 宇部興産

森田 信三 宇部興産

松山 雄治 ＵＳＡ１１

本廣 和孝 ＵＳＡ１１

小林 一巳 ＵＳＡ１１

大矢 浩平 ＵＳＡ１１

大会名 クリスマステニストーナメント

№
出場種目に○をする。

氏名 所属

5 ○

6 ○

3

1 ○

2 ○

○

4 ○

9 ○

10 ○

7 ○

8 ○

13 ○

14 ○

11 ○

12 ○

17 ○

18 ○

15 ○

16 ○



男子 女子 混合

大会名 クリスマステニストーナメント

№
出場種目に○をする。

氏名 所属

佐々木 睦夫 中央テニスクラブ

賀來 美夫 ＵＳＡ１１

岡崎 俊麿 ミズノＴＳ

岡崎 説俊 フリー

伊藤 大晃 トゥネテニスクラブ

杉原 聖 トゥネテニスクラブ

市原 好美 フリー

小早川 孝美 ＳＣⅡ

弘中 日菜 ミズノＴＳ

高橋 宝良 ミズノＴＳ

永田 千鶴 サンデークラブ

坪井 陽子 サンデークラブ

冨田 厚美 ＪＪＢ

澤野 貴味恵 オレンジハウス

豊嶋 裕子 フリー

桑田 みゆき ＦＴＣ

鬼村 浩子 ＦＴＣ

前田 澄子 ＦＴＣ

江本 直子 ミズノＴＳ

河村 景子 ミズノＴＳ

繁田 裕子 宇部興産

猪野 あき 宇部興産

河野 圭子 フリー

岩田 多希子 宇部興産

岡村 貴子 ＵＢＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｆａｎｓ

吉本 和代 ＵＢＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｆａｎｓ

中村 りほ ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

脇 美優 黒石中学校

岩間 遥菜 黒石中学校

小池 彩弓 黒石中学校

吹金原 千夏 黒石中学校

岡部 愛由実 黒石中学校

岡 穂香 黒石中学校

縄田 澪南 黒石中学校

高見 莉沙 ミズノＴＳ

前田 ゆめ ミズノＴＳ

21 ○

1 ○

2 ○

19 ○

20 ○

5 ○

6 ○

3 ○

4 ○

9 ○

10 ○

7 ○

8 ○

13 ○

14 ○

11 ○

12 ○

15 ○



男子 女子 混合

大会名 クリスマステニストーナメント

№
出場種目に○をする。

氏名 所属

石村 久子 ＵＳＡ１１

植野 和美 ＵＳＡ１１

岩田 絵美里 トゥネテニスクラブ

渡辺 日和 トゥネテニスクラブ

小林 亜沙華 トゥネテニスクラブ

岡 栞夢 トゥネテニスクラブ

大石 智恵子 トゥネテニスクラブ

本廣 美咲 トゥネテニスクラブ

伊藤 春弥 フリー

林川 祥子 フリー

平村 真治 フリー

赤岸 智子 Ｂｙａｃｃｏ　ＴＣ

室田 義文 サンデークラブ

上田 三千代 宇部興産

新野 雅治 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

新野 里美 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

津嶋 秀成 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

花江 珠美 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

野村 英勢 フリー

野村 清美 フリー

清水 誠人 トゥネテニスクラブ

山崎 智加 フリー

笠井 俊範 トゥネテニスクラブ

藤永 萌花 トゥネテニスクラブ

幾島 正起 ｗｉｎｎｉｎｇ　ｓｈｏｔ

幾島 卓代 ｗｉｎｎｉｎｇ　ｓｈｏｔ

岡村昌一郎 山口清交ＴＣ

山道 孝子 山口清交ＴＣ

弘中 淳一 ＦＹＣ

弘中 史子 防府グリーン

和田 光広 ｔｅａｍ　ＰＡＯ

和田 由紀子 ｔｅａｍ　ＰＡＯ

平岡 道生 ジョイスポーツＴＣ

山崎 佳子 西岐波テニスクラブ

平山 拓弥 ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

彌源治 咲恵 ＵＳＡ１１

17 ○

1 ○

2 ○

16 ○

18 ○

19 ○

5 ○

6 ○

3 ○

4 ○

9 ○

10 ○

7 ○

8 ○

13 ○

14 ○

11 ○

12 ○



男子 女子 混合

大会名 クリスマステニストーナメント

№
出場種目に○をする。

氏名 所属

藤原 将喜 ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

岩川 麻都香 ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

岡田 龍夫 Ｂｙａｃｃｏ　ＴＣ

岡田 優子 スピカ

福本 紘之 山口大学医学部

松岡 れいら 山口大学医学部

工藤 興太郎 宇部グリーンクラブ

神田 弥優 アルファテニスクラブ

福永 俊明 ＪＪＢ

小川 厚子 ＵＳＡ１１

福永 健彦 オレンジハウス

星田 朋美 オレンジハウス

三好 敏昭 オレンジハウス

三好 史恵 オレンジハウス

谷藤 伸彦 マツダ

谷藤 邦代 ＰｏｌｅＰｏｌｅ

古川 太郎 エスティーテニスクラブ

吉田 みほ エスティーテニスクラブ

室田 啓介 サンデークラブ

柴田 明香 サンデークラブ

岸原 尚也 宇部興産

岸原 愛 宇部興産

長岡 芳幸 山口オレンジＴＣ

長岡 美貴 フリー

亀川 誠 ＵＢＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｆａｎｓ

中尾 理花子 ＵＢＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｆａｎｓ

石本 純貴 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

伊藤 三保子 ＵＢＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｆａｎｓ

田村 恵介 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

瀧下 菜歌 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

石永 智之 球人

野村 直子 球人

畠中 洋一郎 フリー

彌源治 雅子 ＵＳＡ１１

17 ○

18 ○

15 ○

16 ○

21 ○

22 ○

19 ○

20 ○

25 ○

26 ○

23 ○

24 ○

29 ○

30 ○

27 ○

28 ○

31 ○


