
一般男子
シングルス

 9:00 受付締切
 （ＱＦ・ＳＦ）

9:00 受付締切
 （Ｆ）

予備日

 9:00 受付締切
〔１回戦〕
※№25～48の
2Rからの選手は
10:00受付締切
〔２回戦〕
（３回戦まで）

壮年女子
シングルス

出場者が少なく成立せず。

12:00 受付締切
〔１回戦〕
13:00 受付締切
〔２回戦〕
(できればＦまで)

予備日 － 予備日
壮年男子
シングルス

予備日 － 予備日

ﾍﾞﾃﾗﾝ男子Ｄ 出場者がなく成立せず。

1 栢分　   駿（舞市役所）

12:00 受付締切
〔１回戦〕
13:00 受付締切
〔２回戦〕
（Ｆまで）

壮年女子
ダブルス

25 山崎　　 浩（アドバン）

2 民谷   俊介（舞鶴高専）

3 藤野   浩之（板ガラス）

26 八坂   直哉（舞鶴高専）

27 岡羽 弥寿志（アドバン）

28 清水   優汰（舞鶴高専）4 泉     嵩大（舞鶴高専）

5 ＢＹＥ

6

ＢＹＥ

30 吉水　 一喜（府職舞鶴）

31 白磯　   寛（板ガラス）

岸田　   基（舞鶴高専）

八木   俊行（府 職）
優 勝

7

8

9 福本   祐也（舞鶴高専）

10

ＢＹＥ

小松　 喜之（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

ＢＹＥ

33 小澤   聖人（舞鶴高専）

34 和田　   弘（板ガラス）

32

細見   法正（舞鶴高専）3511 中村   成志（舞鶴高専）

13

有本   和彦（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ）12 中山　 雅之（舞市役所）

14 大西   主税（舞鶴高専）

37亀谷　 義忠（府 職） 犬塚　 信吾（板ガラス）

38 秋友　   厚（舞ローン）

39 髙橋   玲音（舞鶴高専）15 野間　 一宏（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

16 藤原   稔基（舞鶴高専） 西村   晃成（舞ローン）

41

42 中川   創太（舞鶴高専）

池田     茂（保安学校）

17 ＢＹＥ 伊藤   大洋（舞鶴高専）

18 岡田   浩司（板ガラス）

石原　   智（舞ｸﾞﾘｰﾝ）

44 ＢＹＥ

高田   悠生（舞鶴高専）

－

46

40

36

47

45

43

－

一般女子
ダブルス

 9:00 受付締切
〔１回戦〕
10:00 受付締切
〔２回戦〕
（Ｆまで）

予備日

 11:00受付締切
 （１Ｒ～Ｆ）

－

第６０回 舞鶴テニス選手権大会

壮年男子
ダブルス

－

一般男子
ダブルス

－

 9:00 受付締切
 （１Ｒ～
   ＱＦorＳＦ）

－

大 会 日 程 表

種     目

河原　 佑樹（板ガラス）

23 小林   桃唯（舞鶴高専）

一般女子
シングルス

24 上河   周二（アドバン）

10月30日(日)

予備日

48 武内   篤也（フレンズ）

 11:00 受付締切
 （ＳＦ・Ｆ）

 9:00 受付締切
 （１Ｒ～Ｆ）

予備日

10月 9日(日) 10月10日(祝) 10月16日(日)

予備日

大野   智晟（舞鶴高専）

一般男子シングルス

29

澤田   大智（舞鶴高専）

予備日

22

20 ＢＹＥ

19 江宮　 文夫（舞ローン）

21

１．主  催     舞鶴市テニス協会

２．大会日     平成２８年 １０月９日（日）,１０日（祝）,１６日（日）
                          　　３０日（日）予備日
３．会  場     東舞鶴公園テニスコート
　　　　　　　　※９日のみ前島みなと公園テニスコート
 
４．大会役員   大会会長 ：林   正武
               副 会 長 ：寺内  寿明、江宮  文夫
               ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞﾚｸﾀｰ：有本  和彦
 　　　　　　　サブﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：山口   淳夫、小西   征良
               レフェリー：犬塚   信吾
               運営委員長：坪倉     健
               運営担当クラブ：アドバン、日本板ガラス、フレンズ

５．種目及び競技方法 種目別毎に勝ち抜きトーナメントを行う
         (1) 一般男子シングルス  　        ８Ｇプロセットマッチ
         (2) 一般男子ダブルス　　　　　     （8-8:12PTB）
         (3) 一般女子シングルス
         (4) 一般女子ダブルス
         (5) 壮年男子シングルス            ６Ｇプロセットマッチ
         (6) 壮年男子ダブルス               （6-6:12PTB）
         (7) 壮年女子ダブルス
 
     ※1.全種目コンソレーション（練習マッチ）をできる時間に可能な限り
　　　　 行う予定。（基本的には6G先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）
       2.一般男子Ｓ,Ｄは、準決勝から３ｾｯﾄﾏｯﾁ (6-6:12PTB)、
　　　　 一般女子Ｓ,Ｄは、準決勝から８ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄﾏｯﾁ(8-8:12PTB)で行う。
　　　 3.初日９日は前島コート(5面)ですので、ナイターでの試合を行なう
　　　　 可能性が有ります。

６．ルール
    日本テニス協会の定めるルール及び舞鶴市テニス協会ローカル・ルール
　　に基づいて行う。ただし、レフェリーの指示する場合はこの限りではない。
　　ジャッジはセルフジャッジ、セット・ブレーク・システムを採用します。

７．服装は、テニスウエアーとし、長ズボンの着用等はレフェリーの
　　判断により規定する。（壮年及びベテランは、長ズボン着用可能とする。）
    （明らかにＴシャツと思えるウエアーは、許可しない。）

８. その他
    大会中の事故については、当協会において一切の責任を負いません。


