
日時・会場 種          目 4月20日（土） 会    場 4月21日（日） 会    場

一般男子Ｂ級 － ＲＲ・ＳＦ・Ｆ

一般男子Ｃ級 ＲＲ・ＱＦ～Ｆ 大分スポーツ公園 － 大分スポーツ公園

一般女子Ｃ級 － 昭和電工テニスコート ＲＲ・ＳＦ・Ｆ 昭和電工テニスコート

男子５５才以上 － ＲＲ・ＳＦ・Ｆ

試合方法   １．男子の種目シングルス３、ダブルス２の（５ポイント）

　　　女子の種目シングルス１、ダブルス２の（３ポイント）での団体対抗戦

  ２．試合の順序は男子：ダブルスＮｏ２、Ｎｏ１、シングルスＮｏ３、Ｎｏ２、Ｎｏ１

　　　　　　　　　　　　 女子：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

　＊　男子B級は、県一般ランキング２４位以上の者は、シングルス、ダブルスいずれか１試合とし、

　　　重複して出場することはできない。

  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

      ＲＲは全試合行い、トーナメントはポイント決定後打ち切りとする。

４）試合前に選手紹介を行いチーム相互で選手の確認を行って下さい。

　　その試合中の選手の変更は認めませんがポイント決定後双方で協議し了承すれば選手の変更は認める。

注１）出場選手確認の為オーダー用紙は本部に提出すること。

大会注意事項   １．受付時間は組合せ表の通りです。各試合会場の本部で時間までに必ず受付を行うこと。

  ２．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。

  ３．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居ない場合は

       遅刻によるペナルティーを適用する。

  ４．審判はセルフジャッジで行う。

  ５．コートに入る時は携帯電話の電源を切って入ること。

  ６．仮ドローのナンバー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。

  ７．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。

  ８．試合前のウォームアップはサービス４本のみとする。

  ９．服装はロゴの規制を致しませんがテニスの出来るウエア、テニスシューズを着用してください。

１０．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。

１１．本大会は天候等やむをえない事情により、中止及び変更されることがあります。

１２．その他の事項についてはＪＴＡ「テニスルールブック2019」に従い、トーナメント委員会において決定する。

１３．大会当日やむをえず棄権となる場合は事前にトーナメント委員会まで連絡すること。

１４．競技者個人の自覚と責任において、体力と健康に十分な注意をはらい大会に参加して下さい。

１５．天候不順により、あきらかに当日中止の場合は、大会当日のＡＭ７：３０までに大分県テニス協会ホーム

 　　　ページ［ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．opta．jp/］の掲示板に書き込みします。

       その際の延期日程についても掲示板にて公表します。

問合せ先  参加申込み 大平　雅哉 ０９０－５９４９-２１８９

問合せは基本的に１０：００～１９：００までとします。

その他 高橋　淳 ０９０－３３２９-３７５６

問合せは基本的に２０：００～２１：００までとします。

※　業務中につき、お受け出来ない場合がありますのでご了承下さい。

※　留守番電話になった際は、必ず要件を伝えてください

第49回大分県朝日クラブ対抗テニス大会仮ドロー



第49回大分県朝日クラブ対抗テニス大会

平成31年 4月20日(土)～21日(日)

大分スポーツ公園 昭和電工 テニスコート

男子Ｃ級 4月20日(土)

ＱＦ ＳＦ Ｆ

パート1 9:00   1-2

1 2 3 勝　敗 順　位

1 PUERI

2 NTCクラブ・C

3 日出クラブ

パート２ 9:00   4-5

4 5 6 勝　敗 順　位

4 臼杵クラブ A

5 宇佐市職

6 ファーストテニスクラブ

パート3 9:00   7-8

7 8 9 勝　敗 順　位

7 別府クラブ

8 ルネサンスおおいた

9 大分キヤノンTC   BURNING

パート4 9:00   10-11　12-13

10 11 12 13 勝　敗 順　位

10 大分大学

11 TEAM MATSUDA

12 NTCクラブ・B

13 大銀はねつきTC

パート5 9:00  14-15

14 15 16 勝　敗 順　位

14 ラフ

15 cielo

16 臼杵クラブ C

パート6 10:00  17-18

17 18 19 勝　敗 順　位

17 ＮＴＣクラブ・A

18 佐賀関製錬所TC

19 別府市役所テニス部

パート7 10:00  20-21

20 21 22 勝　敗 順　位

20 大分市役所

21 臼杵クラブ B

22 NTCクラブ・D

パート8 10:00  23-24

23 24 25 勝　敗 順　位

23 佐伯クラブ

24 樹の里テニスクラブ

25 ウェボテニススクール

10:30  5-6

10:30   2-3

11:30  24-25

11:30  21-22

10:30  8-9

10:30  15-16

11:30  18-19



第49回大分県朝日クラブ対抗テニス大会

平成31年 4月20日(土)～21日(日)

大分スポーツ公園 昭和電工 テニスコート

男子Ｂ級 4月21日(日) ＳＦ Ｆ
パート1 10:00  1-2

1 2 3 勝　敗 順　位
1 野田JAPAN  A
2 HYAKUSHIKI
3 NOT-UP

パート２ 10:00  4-5
4 5 6 勝　敗 順　位

4 別府クラブ
5 豊後高田T．C
6 大分キヤノンTC   MAX

パート3 10:00  7-8
7 8 9 勝　敗 順　位

7 OTC
8 大分市役所
9 昭和電工

パート4 10:00  10-11
10 11 12 勝　敗 順　位

10 野田JAPAN　B
11 宇曽山テニスクラブ
12 大分大学

男子５５才以上 4月21日(日) ＳＦ Ｆ
パート1 11：30　１-2  3-4

1 2 3 4 勝　敗 順　位
1 Camarade
2 別府クラブ　Ｂ
3 樹の里テニスクラブ
4 別府クラブ　Ｅ

パート2 9：00　5-6  7-8
5 6 7 8 勝　敗 順　位

5 別府クラブ　Ｃ
6 大銀はねつき
7 宇佐クラブ
8 別府クラブ　Ｄ

パート3 9:00  9-10
9 10 11 勝　敗 順　位

9 別府クラブ　Ａ
10 臼杵クラブ
11 杵築テニスクラブ

女子Ｃ級 4月21日(日) ＳＦ Ｆ
パート1 11：30　１-2  3-4

1 2 3 4 勝　敗 順　位
1 宇佐クラブ
2 大分大学
3 佐賀関製錬所TC
4 ラフ　B

パート2 9：00　5-6  7-8
5 6 7 8 勝　敗 順　位

5 ラフ　A
6 日出クラブ
7 NTCクラブ
8 樹の里テニスクラブ

パート3 9:00  9-10
9 10 11 勝　敗 順　位

9 臼杵ローン
10 ウェボテニススクール
11 Hornet

10:30  10-11

11:30  2-3

10:30  10-11

11:30 11-12

11:30 8-9

11:30  5-6



1 昭和電工 住吉 猛 高橋 宏二 新名 孝太郎 西川 達哉 渡邉 亮 小谷野 雅史 白石 大
2 大分キヤノンTC　MAX 小波　俊介 山形　勇成 真崎　洋輔 川上　慶大 丸茂　薫 原田　隆史
3 OTC 秋久　和裕 志賀　新 高山　豊 岡本　岳大 後藤　元太 高宗禮広一郎

4 野田JAPAN  A 阿南　晃樹 天本　聖 是永　晃宏 高野　有輝 武生　脩司 佐藤　直也 平　祐次郎 池田　康至
5 野田JAPAN　B 太田頌吾 中島雅貴 高木喬介 久保田京太郎

6 豊後高田T．C 野上　正樹 野上　雄司 岩永　英士 小河原　圭太 佐藤　正和 岡本　直之
7 HYAKUSHIKI 長友充 眞名子元樹 安部健一 岡部剣之介 安部隼矢 用正泰雅 安部誠
8 NOT-UP 渡部　雅治 安達　裕也 早野　雄太 佐藤　修志 石川　創 石川　裕哉 薬師寺　大輔

9 大分大学 野中昂輝 木本舜也 平尾怜士  羽田翔己 阿南直斗
10 別府クラブ 永井　雅人 安倍　哲也 社籐　秀昭 藤井　高史 伊達　直樹
11 大分市役所 羽田  尚史 神田　俊一 河野　友希 濱口　祐多 野崎　拓真
12 宇曽山テニスクラブ 笠置　伸哉 稲見　哲男 磯野　俊彦 本山　治樹 野田　勝章 牧 健太　 佐藤　俊介 今城　辰也 河野　達宣 能勢　凌太

1 TEAM MATSUDA 松川　秀 土谷昌史 坂本悟史 山下克也 甲斐　繁 高木正弘 高木宏史 糸永敏明
2 PUERI 小野晃寛 菅家　博昭 岩尾  大輔 常行　信吾 黒木　一史 吉見　達雄 平坂　雄一
3 大分キヤノンTC　BURNING 甲斐　哲治 上原　駿作 安徳　秀明 園田　康二朗 阿部　蒼汰 石井　裕也
4 日出クラブ 林　秀樹 松本　敏生 広石　浩一 戸次　誠治 岩尾　日出生 塚元　一吉 岩尾　誠二 河野　直也
5 ルネサンスおおいた 奥野　育明 小原　正嗣 関　大輔 藤原　勝和 森下　覚
6 宇佐市職 岩田裕介 藤井洋介 佐藤清一 大森章裕 藤竜二 竹田航 近藤隆典 中川輝一 中島　卓哉
7 大銀はねつきTC 元嶋　慎一 古矢　忠 局　哲夫 河合　邦夫 染矢　誠一郎 矢野　英二 小石　陽平
8 cielo 泉谷　祐樹 小田　精政 田邉　祥司 塩田　秀幸 熊谷　勉 鉢田　正志 小野　俊彦
9 ウェボテニススクール 木本　豊和 渡辺　広明 田崎　文規 舛木　友章 荒木　靖博 須藤　和也

10 佐賀関製錬所TC 小野 峻嗣 岩崎 雅俊 齊藤 周平 高玉 俊光 矢野　治
11 別府市役所テニス部 花田伸一 登根　澄 平松伸一 野田哲也 太田　悟 阿南　剛 永野裕貴 原田修人 平田志郎 大野光章
12 臼杵クラブ A 赤嶺義登 板井幸徳 矢野博之 新垣達司 後藤輝雄 稗田　翔 中島大和
13 臼杵クラブ B 板井 勇士朗 丹生  昌伸 二村　翼 草場 裕貴
14 臼杵クラブ C 遠藤  正規 笹木　惇也 鬼崎  泰成 櫻木  大生
15 樹の里テニスクラブ 宇都宮祥 吉岡大喜 佐伯博幸 安達澄 中嶋憲輔 永見信
16 ファーストテニスクラブ 小野　寿比古 白石 英朗 河野　英晃 轟　将弘 松原　知晃
17 大分市役所 矢野　修 横江  正茂 加藤　慎太郎 大村　航平 首藤　良介 枝木　宏賢 牧　昴平
18 ＮＴＣクラブ・A 原田　洋志 村上　浩太郎 宮川　裕希 池田　隆史 仲　圭二 辛島　英生
19 NTCクラブ・B 末広　健士 三毛　陽一郎 塩田　伸一 石塔　諭次 山崎　信幸 田尻　敏行 今井　敦 秋吉　邦治 鍋井　久弥
20 NTCクラブ・C 島本　拓実 寺岡　正太郎 江川　佑希 穴瀬　大翔
21 NTCクラブ・D 石塔　祐季 片山　裕斗 有浦　耀 寺本　東吾 渡邉　巧
22 ラフ 佐藤　和之 森田　則之 鈴木　貴久 宇都宮　雅郎 三重野　充裕 梶谷　哲
23 佐伯クラブ 工藤　信夫 植山　博之 金田　竜祐 井上　真吾 浜田　貞治 土井　三鶴 工藤　佑介 芦刈　　正 河野　裕光 山本　慎
24 大分大学  朝長聖   平野遼太 中村駿希  佐野祐起
25 別府クラブ 吉原　正喜 メイルマノフ・セリック 倉橋　賢二郎 安東　研輔 諸藤　康明

1 杵築テニスクラブ 政谷　光彦 鈴木　章二 佐藤　明 平野　芳昭 清原　好範 後藤　修
2 大銀はねつき 野尻　和弘 冨山　浩 下ノ村　宏昭 上野　頼男 河野　博通
3 別府クラブ　Ａ 古田　典義 阿部　一鑑 三ヶ尻　英治 堀　和己 矢野　亨 首藤　純一
4 別府クラブ　Ｂ 新名　弘行 佐藤　満弘 平松　滋 向井　利治 河野　秀徳 安東　秀俊
5 別府クラブ　Ｃ 尾崎　修 釘宮　敬次 改　啓一 山本　秀高 木村　実春 畑尾　伴季
6 別府クラブ　Ｄ 三浦　隆 一宮　泰則 江崎　大寒 後藤　重生 永井　修 河野　哲也
7 別府クラブ　Ｅ 工藤　憲一 石甲斐　英三 内田　和洋 松井　謙介 高原　明 須保　康雄
8 Camarade 井出　正 秦　正信 立川　啓二 内田　英二 桜井　政人 藤島　英典 中村　正文 小原　正嗣 松木　則男
9 臼杵クラブ 高橋雄樹 椎原　宏 黒木忠広 吉野和宏 三浦定生 浜野清秀

10 樹の里テニスクラブ 渡辺三治 吉川喜章 岩橋省蔵 藤野健一郎 青山久徳 平井健司 渡辺伸 脇屋裕文
11 宇佐クラブ 笛田　孝行 中島　公康 池田　満一 本多　慎一郎 香下　仁志

1 日出クラブ 宮崎　正子 平　由紀子 後藤　啓美 宇都宮　さおり 斉藤　順子 大園　美穂子

2 Hornet 長　英美 古賀　あかね 五ノ谷　展子 福田　雅子 久保田　笑加

3 ウェボテニススクール 菅原　妙子 馬場　美穂子 吉野　眞智子 廣瀬　久美子 糸永　久美子

4 樹の里テニスクラブ 藤野麻由美 佐藤輝美 渡辺美佐子 藤内律子 吉野小百合
5 宇佐クラブ 中井　弘美 正野　智美 吉林　久益子 高窪　恵理子 山末　郁美 秋本　郁
6 NTCクラブ 片山　真純 梅田　芹香 長岡　咲樹 片山　友絵 秋吉　柚奈
7 ラフ　A 石川　明菜 内田　光 岡村　裕美 冨久　あさみ 水木　碧
8 ラフ　B 後藤　百代 杉崎　順子 渡辺　由子 長岡　綾佳 佐藤　ひろえ
9 臼杵ローン 河野 莉子 石田 日向子 足立 麻緒 足立 梨緒 川野 莉依 赤峰 江美 河野 茉子 鬼崎 ひまり

10 佐賀関製錬所TC  荻本理恵 清水仁美 武藤正子 有田恵美 長峰栄子
11 大分大学 富永百唯菜 河野玖美 古城夏美 中原麻葵

一般女子Ｃ級

一般男子Ｂ級

一般男子Ｃ級

男子５５才以上




