
平成２７年度  舞鶴市テニス協会 行事予定 
月 行事名称（場所） 日       程 内         容 大会役割分担等 

２ 

 

 

第 42 回 舞鶴室内 

       選手権大会 

（東舞鶴体育館） 

 

2/22(日) ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 
※体育館の使用時間 

D=9:00～21:00 

男子 D,壮-６Ｇプロセット 2,500 円 

女子 D,壮-６Ｇプロセット 2,500 円 
男女壮年は、一般と兼ねてｴﾝﾄﾘｰはできない。 

また、ｴﾝﾄﾘｰ数が６ﾄﾞﾛｰ未満の場合は一般に出場。 

全種目６：６ 12P.T.B ※ﾄﾞﾛｰ数により変更有り 

運営委員長：貞由 和範 

レフェリー：尾松 謙二 

担当クラブ：舞鶴ﾛｰﾝ 

          

３ 
第 14 回ｼﾝｸﾞﾙｽ･ 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁﾃﾆｽ大会  

3/ 8(日) 

15(日) 予備日 

女子、男子、壮年男子のクラスを予定。 

（東舞鶴公園） 

舞鶴市テニス協会 
（指導部） 

 

４ 

 

～ 

第 44 回舞鶴テニス 

トーナメント大会 

     (東舞鶴公園) 

4/ 5(日) 

 12(日) 

19(日) 

29(祝)予備日 

5/ 6(日)予備日 

男子Ｓ,Ｄ－８Ｇプロセット  2,500 円 

女子Ｓ,Ｄ－６Ｇプロセット  2,000 円 

壮年Ｓ,Ｄ－６Ｇプロセット  2,000 円 

Jｒ男子･女子Ｓ－6G-１セット 1,000 円 

※ダブルスは 500 円アップ 

運営委員長：國松 智彦 

レフェリー：樋口 慶子 

担当クラブ：海 自  
舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ 

      

５ 第 63 回四都市体育大会  5/10(日) 四市団体対抗戦…（会場：綾部市） 綾部市テニス協会役員 

 第 6 回 クラス別 

シングルス大会 

(東舞鶴公園) 

 5/24(日) 

   31(日)予備日 

男子Ｓ－１セット       2,500 円 

女子Ｓ－１セット       2,500 円 

（全種目 ６：６ 12P.T.B） 
〔Ａ，Ｂ及び壮年クラス分け有り。〕 

運営委員長：吉水 一喜 

レフェリー：亀谷 義忠 

担当クラブ：府職舞鶴 

保安学校 

 

６ 

第 51 回市民ｽﾎﾟｰﾂ祭 

     (東舞鶴公園) 

 6/ 7(日) 

14(日)予備日 

男子Ｄ Ａ，Ｂ，Ｃ級，壮年Ｄ（無 料） 

女子Ｄ Ａ，Ｂ（壮年もクラス分け有り）             
舞鶴市ﾃﾆｽ協会役員 

（舞鶴市民に限る） 

～ 

第 53 回藤川杯ｸﾗﾌﾞ 

       対抗戦 

    （東舞鶴公園） 

   

 6/28(日) 

7/ 5(日)予備日 

 

団体リーグ戦及び決勝トーナメント 

男子１ﾁｰﾑ ３Ｄ ６Ｇ先取  10,000 円 

女子１ﾁｰﾑ ３Ｄ ６Ｇ先取  10,000 円 
※オーダーにランキング順位無し。 

自己申告制で A,B,C クラスを設定。 

（登録選手で当日変更可能） 

運営委員長：泉  博文 

レフェリー：大滝 直義 

 

担当ｸﾗﾌﾞ ：舞鶴ｸﾞﾘｰﾝ 

舞鶴高専 

       

７ 

第 12 回 協会長杯 

ダブルス選手権大会 

    （前島港公園） 

 7/19(日)  

 20(祝)予備日 

 

男子Ｄ－６Ｇプロセット      2,500 円 

女子Ｄ－６Ｇプロセット      2,500 円 
※京都府民総合体育大会市町村予戦選考兼 

〔Ａ，Ｂ及び壮年クラス分け有り。〕 

運営委員長：小西 征良  

レフェリー：小森   実 

担当クラブ：舞市役所 

       ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 

８ 

第 6 回舞鶴オープン 

混合ダブルス大会 

(東舞鶴公園) 

8/ 2(日) 

※予備日無し 

オープン資格。3,000 円 
(予戦リーグ及び決勝トーナメント) 

運営委員長：吉水 一喜 

レフェリー：亀谷 義忠 

担当クラブ：府職舞鶴 

フレンズ 

 第 29 回 女子      8/23(日)女子 女子:１部～３部団体対抗リーグ戦 運営委員長： 

 

～ 

 

      小川杯若丹 

      ｸﾗﾌﾞ対抗戦 
(東舞鶴公園) 

       １チーム 1S,2D 全試合 ６Ｇ先取 

    １チーム           10,000 円 

（登録選手で当日変更可能） 

レフェリー：山口 淳夫 

担当クラブ：ワンラブ 

           舞鶴ﾛｰﾝ 

 

９ 
第 39 回 男子 

小川杯若丹 

      ｸﾗﾌﾞ対抗戦 

     (東舞鶴公園) 

8/30(日)男子 4～6 部 

9/ 6(日)男子 1～3 部 

13(日) 予備日 

20(日) 予備(ﾃﾆｽの日) 

男子:１部～６部団体対抗リーグ戦 

    １チーム 2S,3D 全試合 ６Ｇ先取 

    １チーム           15,000 円 
※ オーダーにランキング順位無し。 

運営委員長：坪倉  健 

レフェリー：余川  誠 

アドバン 

舞市役所 

 

10 

第 59 回舞鶴テニス 

       選手権大会 

     (東舞鶴公園) 

10/ 4(日) 

   12(祝) 

   18(日) 

11/ 3(祝)予備日 

 

男子Ｓ,Ｄ－8G プロセット  2,500 円 

女子Ｓ,Ｄ－6G プロセット  2,000 円 

壮年Ｓ,Ｄ－6G プロセット  2,000 円 

ベテランＤ－6G プロセット 2,500 円 

男子準決以上及び女子決勝－3 ｾｯﾄﾏｯﾁ 
全種目ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式でコンソレーション有り 

※ダブルスは 500 円アップ 

運営委員長：松田 大作 

レフェリー：福田 俊雄 

担当クラブ：サニー  
    板ガラス 

           海 自 

       

 
第 38 回京都府民 

総合体育大会 

10/24(土),25(日) 
（京丹波町：自然公園テ

ニスコート） 

京都府市町村約 24 チームの大会 

（参加料：5,000 円） 

京都府テニス協会 

 

11 

 

～ 

 

12 

 

第 34 回京都北部 

ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 

(三段池公園等) 

   

11/ 1(日) 予想 

8(日)  

15(日)  

22(日)  

29(日) 予備日 

12/ 6(日) 予備日 

男子Ｓ,Ｄ－8G プロセット  2,000 円 

女子Ｓ,Ｄ－8G プロセット  2,000 円 

壮年Ｓ,Ｄ－6G プロセット  2,000 円 

ベテランＤ－6G プロセット 2,000 円 

男子準決以上及び女子決勝－3 ｾｯﾄﾏｯﾁ 

壮年決勝は 8G ﾏｯﾁ,全種目トーナメント方式 

福知山市テニス協会役員 

全国高専大会 7/11(土)・12(日) （舞鶴市：東舞鶴公園） 舞鶴高専等 

第 12 回亀岡市･舞鶴親善大会 7/26(日) （舞鶴市：東舞鶴公園） 舞鶴市テニス協会（指導部） 

第 10 回丹波･丹後シニア大会 9/17(木)・18(金)予備 （舞鶴市：東舞鶴公園） 舞鶴市テニス協会（シニア部） 

そ 

の 

他 
第 11 回舞鶴ｼﾆｱﾃﾆｽ大会 10/17(土) （舞鶴市：東舞鶴公園） 舞鶴市テニス協会（シニア部） 

※表中の□印で囲んだクラブは、（主）となって推進して戴く担当クラブ名を示す。舞鶴トーナメント大会を除き各大会の申込み締切り日は、 

大会初日から約１０日前を原則とする。各大会での関係者は、相互に協力し、責任を持って積極的に大会運営(備品の整理整頓を含む)にあたり、 

大会結果もできればその日の内に運営委員長が責任を持って各優勝･準優勝者を明記して理事長（有本:FAX 77-1264）に渡して下さい。 

各大会での審判については、原則として全てセルフジャッジで行います。 

四都市の開催市順序（宮津市→舞鶴市→福知山市→綾部市）、京都北部テニストーナメント大会（舞鶴市→宮津市→綾部市→福知山市） 


