
※昨年の順位より表示
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第第第第６７６７６７６７回 　四都市体育大会回 　四都市体育大会回 　四都市体育大会回 　四都市体育大会

　　　　　　　市名
区分 舞　鶴　市 福 知 山 市 宮　津　市

中畑   一郎
4 傍島   直樹 柳井   康夫 新宮   涼輔
3 江宮   文夫 高橋     昇 平野   直樹

三輪 弥州史
2 有本   和彦 西村   善和 吉良   祥一 三原   敏雄
1 山口   淳夫 山本     徹 荒川     弘
6 有吉   央顕 武田   正利
5 北野   裕介 諏訪   好晴 明石     理
4 山田   章弘 谷山   和芳 倉富   純一 柴野   貴夫

田中   精一3 亀谷   武司 真下   一也 青木   康一
2 亀谷   義忠 塩尻   秀和 佐藤     競 若生   直人

白数   真也1 篠田   啓治 梅林   憲道 上河   周二
4 小林 由美子 大槻 奈七江

俵   富士子3 山口   千秋 吉田   明子 大嶋   弥生
2 藤山 由美子 西田   律子 吉井   恭子 長島   弥生

田村   典子1 津田   和恵 足立 真理子 森戸   恭子
6 犬塚 るりこ 大西   利佐

松見   彩野5 植本 真優香 土田   智子 木戸 麻里奈

梅田 美枝子
4 谷口   裕子 吉川   妙季 麻野   涼子 澤田   雅子
3 亀谷   明美 本多   未来 大槻 由美子
2 篠田   智美 浅田 亜裕子 竹内   良子 尾瀬 加津美

鎌田 有香子1 高西   弘子 高倉   彩子 小松   佳南
10 本庄   大樹 迫     俊介
9 江上   英利 勝山   祐誠
8 中山   雅之 四方   宏紀 吉岡     誇 堀江   誠治

岡田   竜幸7 岡田   浩司 中塢   正教 岸本     悟
6 犬塚   信吾 町田   智弘 泉     恵大 山本   茂樹

林原   圭輔5 柴田   祐丞 足立   尚哉 五十 棲悠介
4 武内   篤也 西堀   公人 谷山   和秀 田村   祐輔

加藤   哲夫3 松田   大作 川島   稔久 山崎     浩
2 栢分     駿 北村   祐磨 山本   智紀 山本   耕平

本城   友輝1 大滝   直義 井上   幸紀 小松   喜之

小川   温代
選　 手（主  将） 大滝   直義 真下   一也 上河   周二 白数   真也
マ ネ ー ジャー 小林 由美子 川島   稔久 大西   利佐
コ　　 ー　　 チ 江宮   文夫 梅林   憲道 竹内   良子 若生   直人

柴野   貴夫監　　　  　　督 寺内   寿明 諏訪   好晴 武田   正利

出場選手（ランキング）表

１．日　時  令和元年５月１２日（日）8:30集合・監督会議　9：00開会式　9：20競技開始
２．場  所
      綾部市（高倉公園テニスコート）　担当市：綾部市、会場責任者：川島稔久
３．競技役員
      競技会会長　　：小林　修
      競技会副会長　：大崎　勝利　　江宮　文夫　　池口　忠明
      競技委員長　　：伯耆　定保
      競技副委員長　：柴野　貴夫　　寺内　寿明　　青木　康一
      競技審判長　　：川島　稔久
      競技副審判長  ：若生　直人　　有本　和彦　　荒川　このみ
      審　判　員　　：大門　律雄　　田村　祐輔　　白数　真矢　　林原　圭祐
　　　　　　　　　　　大滝　直義　　山口　淳夫　　亀谷　義忠　　栢分　駿
　　　　　　　　　　　吉井　恭子　　荒川　弘　　　大嶋　弥生　　大槻　奈七江
　　　　　　　　　　　塩尻　秀和　　西村　善和　　真下　一也　　高倉　彩子
４．ルール等
　　(1) ２シングルス９ダブルス計１１ポイントの総当りリーグ戦。（対戦表による。）
　　(2) １セット１デュースノーアドバンテージ５－５　１２ＰＴＢ
　　(3) セルフジャッジ。
　　(4) ウオームアップは、サービス６本以内。
    (5) コート割りは、右表の対戦順序及び対戦詳細表に従うこと。
　　(6) 服装はテニスウエアを着用のこと。
　  (7) 四都市体育大会春季大会種目別実施要綱競技規定のとおり
５．永年出場表彰者
　　10年出場者：谷口  裕子（舞鶴市）大槻 由美子（福知山市）倉富  純一（福知山市）
　　　　　　　　三原  敏雄（宮津市）
　　30年出場者：山本    徹（綾部市）


