
2008/10/12（日）

主催／丸亀市テニス協会　後援／丸亀市体育協会

会場：

集合：9時00分　開始：9時30分

10/26（日）予備日

一般男子ダブルス
CDクラス男子ダブルス

第1回
丸亀市テニス
選手権大会

■注意事項
　1.　試合開始のコール後、5分以内にコートに入らない場合は棄権とみなします。
　2.　試合前の練習は、サービス4本のみとします。
　3.　6ゲームマッチで行います。（コンソレーションは6ゲーム先取）
　4.　試合はセルフジャッジで行います。
□プレーヤーの義務
　1.　ネットより自分の側に関する判定は、すべて自分の責任である。（注）自分で判断できなかったときは、そのボールは

グッドである。但し、相手にその判定に関してのアドバイスを受けてもよいが、相手に受けたアドバイスは最終にな
る。決して観客の助けは借りてはならない。

　2.　判定とコール（「アウト」、「フォールト」等）は、瞬間的に大きな声と明確なハンドシグナルで行わなければならない。
　　　（注）明確なハンドシグナルとは、片方の手を大きく上にあげるものとする。
　3.　サーバーは、新しいポイント、新しいゲームの始まる前には、必ずレシーバーに聞こえるように大きな声でカウントを

コールしなければならない。
　4.　サービスのレットは、レシーバー（そのパートナーも含む）のみがレットをコールでき、サーバーにはその権利はない。
　5.　ゴミは、自分で持ち帰り処分してください。

丸亀市総合運動公園テニスコート 丸亀市新田町1番地の1



一般男子ダブルス
■予選リーグ／Aブロック

戸田　隆行 四国電力

矢武　直大 BUZZ

浅井　聖恭 個人

川崎　修治 丸亀市役所

山本　　保 三菱電機

藤井　信行 三菱電機

小田原　敬 丸亀グリーン

中屋敷　隆 丸亀グリーン

山田　　博 三菱電機

永安　　怜 三菱電機

窪田　徹也 丸亀市役所

小磯　淳一 丸亀市役所

横田　光弘 丸亀グリーン

近藤　英彰 丸亀グリーン

戸田　隆行 四国電力

矢武　直大 BUZZ

小田原　敬 丸亀グリーン

中屋敷　隆 丸亀グリーン

横田　光弘 丸亀グリーン

近藤　英彰 丸亀グリーン

西平　直矢 坂出第一

山口　尚斗 坂出第一

浅井　聖恭 個人

川崎　修治 丸亀市役所

窪田　徹也 丸亀市役所

小磯　淳一 丸亀市役所

西平　直矢 坂出第一

山口　尚斗 坂出第一

亀山　順司 飯野TC

梶　　正敬 飯野TC

亀山　順司 飯野TC

梶　　正敬 飯野TC

山本　　保 三菱電機

藤井　信行 三菱電機

山田　　博 三菱電機

永安　　怜 三菱電機

勝敗 順位
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4

■予選リーグ／Bブロック

勝敗 順位
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■予選リーグ／Cブロック

勝敗 順位
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6

■決勝リーグ

勝敗 順位
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Aブロック1位

Aブロック1位

Bブロック1位

Bブロック1位

Cブロック1位

Cブロック1位



CDクラス男子ダブルス

岡田　崇寛
BAGEL shot

出口　拓朗
BAGEL shot

岡田　崇寛
BAGEL shot

出口　拓朗
BAGEL shot

西久保幸市
飯野TC

高見　和夫
STC

西久保幸市
飯野TC

高見　和夫
STC

合田　周平
個人

瀧下　幸太
個人

合田　周平
個人

瀧下　幸太
個人

菅　　丈夫
CCC

末澤　圭隆
CCC

菅　　丈夫
CCC

末澤　圭隆
CCC
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タイムスケジュール

1 2 3 1 2

※時間は目安です。
※進行状況により試合コートが変更になる場合があります。

時間
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コート
No. 1 2 3 4 5 6 7 8

丸亀市総合運動公園テニスコート

一般男子 CD男子

4 5 6 3 4

一般男子 CD男子

7 8 9 5 6

一般男子

10

一般男子
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一般男子
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一般男子

CD男子



丸亀市テニス協会HP　http://marugame.tennis24.biz/

※詳細は　http://marugame.tennis24.biz/

丸亀市テニス協会事務局

http://marugame.tennis24.biz/m/

当日の大会開催情報
試合当日7時半頃に下記HPの
掲示板にてお知らせします。
携帯でもご覧になれます。

〒769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁49-1
 BUZZテニスアカデミー宇多津内

TEL 0877-49-5700

2008年度 大会・イベント年間スケジュール（予定）
4月6日(日) 丸亀市親睦テニス大会
4月19日(土)～ 【ジュニア大会】丸亀市オープンジュニアテニストーナメント 
5月6日(火)～ 第1回丸亀市オープンテニストーナメント
5月10日(土) 【ジュニア大会】小中学生ジュニア研修テニス大会
5月24日(土) 丸亀市月例親睦テニス大会（5月）
6月22日(日) 丸亀市月例親睦テニス大会（6月）
7月20日(日) 丸亀市月例親睦テニス大会（7月）
7月27日(日) 平成20年度　丸亀市夏季テニス大会（D）
8月17日(日) 平成20年度　丸亀市夏季テニス大会（S） 
9月20日(土)～ 【ジュニア大会】第2回中西讃ジュニアテニス大会
9月14日(日) テニスフェスタ2008
10月12日(日) 平成20年度　丸亀市テニス選手権大会（D） 
10月19日(日) 平成20年度　丸亀市テニス選手権大会（S） 
10月26日(日) 丸亀市月例親睦テニス大会（10月） 
11月2日(日) 丸亀市テニス協会クラブ対抗戦
11月9日(日) 第10回ミックスダブルス大会
11月24日(月) 丸亀市月例親睦テニス大会（11月） 
11月30日(日) 第27回津島杯テニス大会（D）
12月14日(日) 第27回津島杯テニス大会（S）
H21年3月1日(日) 平成20年度丸亀市春季テニス大会（D）
H21年3月8日(日) 平成20年度丸亀市春季テニス大会（S）

試合の勝
ち負けに

こだわらな
い、

親睦大会
も始まりま

した。

年令・性別
問わず

気軽に参加
できます。

当日参加
もできます

！

参加者多数
の場合は

当日参加は
制限致しま

す。

シングルス／平成20年10月19日（日）
試合告知 丸亀市テニス選手権大会

平成20年11月9日（日）
ミックスダブルス大会

■大会役員
丸亀市テニス協会会長  近藤　顕一
トーナメントディレクター 松原　浩二
トーナメントレフリー 西久保幸市
■試合方法及び規定
・6ゲームマッチのトーナメントになります。ただし、参加
者数天候などの事情によって変更する場合があります。
・使用球　日本テニス協会公認球
・審判はセルフジャッジとします。（ローミングアンパイア
を設ける場合があります）
・本大会は特別に明記したことを除き「JTAテニスルール
ブック」に準拠します。
・服装についても「JTAテニスルールブック」に準拠しま
す。（Tシャツは不可）
■表彰
ドローサイズ 4以下　1位
 8以下　1位・2位
 9以上　1位・2位・3位

■事故について
大会中の事故、負傷、傷病などは応急処置はしますが、そ
の他の責任は負いません。当日の健康管理などは「自己
責任」といたしますので十分注意して下さい。
■その他
1.練習コートは原則として選手のみとなります。
練習コートは当日の状況により使用できない場合もございます。

2.主催者側の権利について
大会記録（戦績、報告、講評）及び大会期間中に主催者が撮影した
動画及び静止画について、その権利は全て主催者に帰属すること
とします。 

3.個人情報について
本大会申込書に記載いただきます個人情報につきましては、年齢
基準の確認及び大会に係わる諸連絡に使用いたしますとともに、
氏名、年齢、所属につきましては、本大会プログラムに掲載するこ
とがあります。
また、氏名、所属につきましては香川県テニス協会と各地域テニ
ス協会及び日本テニス協会間の大会資料として使用させていた
だく他、ランキングに掲載し公開いたします。更に、大会の記録と
して本協会の情報誌や記念誌等へ掲載させていただくこともあり
ます。尚、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得るこ
となく第三者に提供いたしません。

出場には
丸亀市テニス協会への

選手登録が
必要です。
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