
北九州市民体育祭：選手権・新人王座・年令別ミックス　仮ドロー

日程

種目 会場

３０才代

４０才代

５０才代

６０才代

１ 試合方法

全試合ノーアドバンテージ方式で行います。また、雨天の場合は試合方法を変更することがあります

選手権 ： 初戦と決勝は ３セットマッチ(6-6、７ポイントタイブレーク)、ただし、３セット目は

10ポイントタイブレークとします。

その他は８ゲームプロセット（8-8,７ポイントタイブレーク）で行います

新人王座 ： 全試合８ゲームプロセット（8-8,７ポイントタイブレーク）で行います

年令別ミックス：本戦は８ゲームプロセット（8-8,７ポイントタイブレーク）で行います

コンソレは６ゲーム先取で行います

２ 出場者は、試合開始予定の10分前までに受付を済ませて下さい。　雨天の場合も選手は必ずコートに集合 

してください。

３ 試合前の練習は、各自サーブ４本のみとします

４ けいれんその他の故障による試合の中断は認めません。大会期間中における負傷, 事故等については

応急処置のみとします。

５ 服装はテニスウエア（Ｔシャツは禁止。年令別ミックスは長ズボンを着用してよい）を着用し、必ず

テニスシューズを着用　してください。

６ 試合中、大会役員が「フットフォルト」を宣告することがあります

１Ｒ～Ｆ

各自が持ち込んだ飲食物の殻は必ず持ち帰ってください。

１Ｒ～Ｆ

１Ｒ～Ｆ

女子ダブルス １～３Ｒ（桃） ＳＦ～Ｆ

年
令
別

１Ｒ～Ｆ

女子シングルス １～３Ｒ（桃） ４Ｒ～Ｆ

新
人
王
座

男子シングルス １～３Ｒ（三） ４Ｒ～Ｆ

男子ダブルス １～３Ｒ（三） ＳＦ～Ｆ

女子シングルス １～２Ｒ（桃） ３Ｒ～Ｆ

女子ダブルス １～２Ｒ（桃） ＳＦ～Ｆ

男子ダブルス １～２Ｒ（三） ＳＦ～Ｆ

三萩野（男子） 三萩野
（予備　桃園）

三萩野 桃園
桃園（女子）
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男子シングルス １～３Ｒ（三） ＳＦ～Ｆ

第１日目 第２日目 第３日目 予備日

１０月８日(土） １０月９日(日） １０月1０日(祭） １０月２３日(日）



北九州年令別ミックステニス大会
2016/10/10  三萩野庭球場

３０才代

９時試合開始

勝敗数 順位
氏名 所属 1 2 3

阿部　友明 Ｔ Ｕ Ｎ Ｃ

阿部　真紀 Ｔ Ｕ Ｎ Ｃ

濱田　義弘 ウイニングエッジ

梅田　明日香 ｔ ｅ ａ ｍ WO.TAK

松平　洋次郎 門 司 Ｌ Ｔ Ｃ

長野　麻美 門 司 Ｌ Ｔ Ｃ

４０才代

高橋　博丈 (オンザロード)

高橋　菜穂 (Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)
11:00

渡邉　敬介 (ひびしんクラブ)

岡山　ゆかり (テニスＤＩＶＯ)
9:40

野間　廉 (新日鉄住金八幡)

中島　美津子 (新日鉄住金八幡)

今井　正 (戸畑テニスクラブ)

道中　ゆかり (オーガストＴＣ)
9:40

大野　廣 (パワーズ)

藤浪　妙子 (team　ＷＯ．ＴＡＫ)

三宅　豊 (坂村テニスアカデミー)

三宅　陽子 (坂村テニスアカデミー)
9:40

真如　慶一 (門司ＬＴＣ)

真如　由香 (門司ＬＴＣ)

今藤　弘 (門司ＬＴＣ)

森田　智保 (門司ＬＴＣ)
9:40

北川　真也 (新日鉄住金八幡)

北川　永子 (新日鉄住金八幡)
11:00

大蔵　謙治 (オンザロード)

谷岡　ゆかり (テニスＤＩＶＯ)

知屋城　浩 (安川電機八幡)

梅野　美和 (安川電機八幡)
9:40

江口　重幸 (team　ＷＯ．ＴＡＫ)

佐藤　マリ (team　ＷＯ．ＴＡＫ)
11:00

竹森　恒雄 (三萩野クラブ)

仲間　さゆり (三萩野クラブ)
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北九州年令別ミックステニス大会
2016/10/10  三萩野庭球場

５０才代

小柳　正幸 (　Ｂ・Ｋ・Ｔ　)

小柳　玲子 (グランディール)
10:20

渡邊　康博 (豊前クラブ)

渡邊　栄子 (豊前クラブ)
9:00

岩崎　剛 (新日鉄住金八幡　)

岩崎　美代 (新日鉄住金八幡　)

谷　英明 (Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ)

片山　広美 (オーガストＴＣ　)
9:00

清水　秀信 (小倉ＬＴＣ　)

大坪　恭子 (小倉ＬＴＣ　)

中山　不可志 (芦屋テニスクラブ　)

湯原　和代 (芦屋テニスクラブ　)
10:20

柏崎　敏美 (門司ＬＴＣ　)

末次　寛子 (門司ＬＴＣ　)
9:00

鈴木　達郎 (月曜倶楽部)

牛島　めぐみ (　北九州テニス倶楽部　)

住本　良広 (芦屋テニスクラブ　)

日高　玲子 (芦屋テニスクラブ　)
9:00

山本　圭一 (（TUNC）)

神田　美幸 (（TUNC）)
10:20

西井　章裕 (戸畑エース)

松本　早苗 (　新日鉄住金八幡　)

倉本　一夫 (安川電機八幡)

野畑　恵子 (新日鉄住金八幡　)
9:00

庄野屋　幸雄 (ＴＳ．ＴＲＹ)

吉田　扶美代 (オーガストＴＣ　)

三浦　哲朗 (新日鉄住金八幡　)

三浦　光代 (新日鉄住金八幡　)
9:00

藤山　吉徳 (門司ＬＴＣ　)

藤山　敦子 (門司ＬＴＣ　)
10:20

中野　新司 (　小倉ＬＴＣ　)

川口　千佐子 (　小倉ＬＴＣ　)

橘　信治 (芦屋テニスクラブ　)
野見山　多恵子 (新日鉄住金八幡　)

9:00

井村　栄記 (　穴生テニスクラブ　)

早川　幸恵 (　北九州ウエスト　)

池田　宏 (門司ＬＴＣ　)

池田　久恵 (門司ＬＴＣ　)
9:00

佐藤　真一 (オーガストＴＣ　)

佐藤　敦子 (オーガストＴＣ　)
10:20

尾田　幸生 (新日鉄住金八幡　)

梅本　佳代 (小倉ＬＴＣ　)
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北九州年令別ミックステニス大会
2016/10/10  三萩野庭球場

６０才代

秋葉　裕美 (グランディール)

栗谷　由美子 (　北九州ウエスト　)
11：00

北村　隆 (新日鉄住金八幡)

北村　聖代 (新日鉄住金八幡)
9:40

四辻　勝久 (門司ＬＴＣ)

長野　幸枝 (門司ＬＴＣ)

新谷　一昭 (豊々クラブ)

西　由生子 (丸山クラブ)
9:40

原田　敬二 (　門司ＬＴＣ　)

原田　亙 (　門司ＬＴＣ　)

原　　和彦 (テニスＤＩＶＯ)

村上　津留子 (三菱マテリアル)
9:40

冨高　吉之丞 (　月曜倶楽部　)

住本　裕子 (MCC黒崎OB会)

田爪　健治 (　門司ＬＴＣ　)

田爪　洋子 (　門司ＬＴＣ　)
9:40

宮川　秀樹 (穴生テニスクラブ)

大坪　弘子 (三萩野クラブ)

毛利　義夫 (ひびしんクラブ)

高住　美世子 (三菱マテリアル)
9:40

矢野　隆 (新日鉄住金八幡)

大槻　良子 (穴生テニスクラブ)

野村　義男 (芦屋テニスクラブ　)

鷲崎　小夜子 (芦屋テニスクラブ　)
9:40

安部　和昌 (オン・ザ・ロード)

江頭　洋子 (戸畑テニスクラブ)

宮崎　悟 (門司ＬＴＣ)

岩下　唱子 (門司ＬＴＣ)
9:40

安藤　正憲 (小倉ＬＴＣ)

濱村　恭子 (三萩野クラブ)
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