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※コンソレーションの組合せは1回戦終了後に抽選で行います。

２０１７　第３７回　市民大会　団体戦　　男子の部

男子の部　出場選手

チーム名    メンバー（監督；　左端）

広野田園 A 石原 周吾 伊藤 健吾 永澤　 周 田中 弘樹 山本 侑生

三木高OB 三木の白い牙 月森 優志 井上 祐輝 溝口　大慧 世良田 拓夢 増成 優人

吉井 康裕

正井　明信

With White Wine 大久保 茂 佐藤 利信 中川 圭太 砂口 雅也

YTC 片山 英樹 森井 和人 藤原 美幸 永松 悦史 高田　寛之

天野　治茄 吉中　俊孝

F☆SHOT　パンダさんチーム 出口 哲也 弘中 信幸 中井 淳一 佐藤 直幸

松井 一弘 西尾　　哲 三宅 研志 西山 喜代冶

井上　雄策 藤枝　武留 谷野 貴史 谷田 康久

坂井 義弘 原田 秀行 栗田　祐登

アースドリーム　O，ｚ 西村 貞行 西村 雅志 南木 賢吾 上田 　 剛

日曜クラブ 田中　　正 藤原　武男 梅辻　守之 野村　たかし

斉藤 　誠 影林 岳彦 中山 喬裕

三好　好三 谷川　貴次藤本　 光

いいとも　ボンバーズ 嶋谷 弘毅 稲吉 裕寿 村上 正和 森　 信吾

広野田園 B 多田 道弘 浦辺 賢太郎 渡辺 光俊 森　 開章

岩田 安洋 船引　　進

森下 貴博山根 充裕

神吉　邦彦 雪本 将喜 河島　　功

OASIS.TC (庭球倶楽部) 井上　利通 増田　純一 上田　計之 北井　俊幸

F☆SHOT　くまさんチーム 山本　 功 新谷 英樹 畑谷 尚志 有吉 秀行 井上 智洋

浜野　雅史 砂川　耕一郎 都筑　康仁 城下　昌也

アースドリーム　Ｖｅｒ．Ｋａ 堀江 賢三 江見 亮造 橋本 洋二 井澤 雄俊 大塚 伸秀 田中　　勝 加藤 亮一

伊東 桂一 藤井 稔洋 大嶋　崇文 藤田 哲也

ぐらんPa Ⅲ 原田 竜介 鈴木 弘則 山本　 純 小牧 裕加 西尾 和三

ときわＴＣ 水野 敏行 仙石 　淳 佐古 辰夫 杉本 幸司 石井 洋光 安積 鉄二

本戦
男   子

1回戦：9時 　　　 2回戦：10時

　　　 1R　　　2R　　　SF F 　　　 SF　　　2R　　 1R

若原　光基 藤森 茂樹

1 広野田園 A 広野田園 A 広野田園 B 9

2 BYE
21

いいとも　ボンバーズ 10

5 With White Wine アースドリーム　Ｖｅｒ．Ｋａ 13

6 F☆SHOT　パンダさんチーム ときわＴＣ 14

3 三木高OB 三木の白い牙 F☆SHOT　くまさんチーム 11

4 YTC OASIS.TC (庭球倶楽部) 12

20

F☆SHOT　パンダさんチーム 広野田園 B

コンソレーション

7 日曜クラブ BYE 15
３位

8 アースドリーム　O，ｚ F☆SHOT　パンダさんチーム ぐらんPa Ⅲ 16

3 日曜クラブ With White Wine 7

4 いいとも　ボンバーズ ときわＴＣ 8

1 BYE 日曜クラブ YTC 5

2 OASIS.TC (庭球倶楽部)
21

BYE 6



主催：三木市テニス協会 後援：三木市教育委員会・三木市体育協会

場    所   ：  三木山総合公園テニスコート

試合開始   ：   試合開始30分前に集合してください。 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ:大久保

ﾚﾌﾘｰ:水野　　　　運営:ときわTC

試合方法   ：【男子】

① ダブルス３試合行う。２勝すれば勝ち。　　

②  トーナメント方式。（コンソレあり。）　

③ １セットマッチ（６-６後、１２ポイントタイブレーク方式）

④ 初戦、２戦目までは３試合実施。以後は勝敗が決定した時点で原則打ち切りとする。

【女子】

① ダブルス２試合行う。２勝すれば勝ち。１対１の場合はペアを組替えてタイブレークマッチを行う。　　

② トーナメント方式。（コンソレあり。）　

③ １セットマッチ（６-６後、１２ポイントタイブレーク方式）、決勝タイブレークマッチは12ポイントタイブーク。

④ ５人以上登録した場合でも､１つの対戦は４人で完結すること。

【男女共通】

① 試合開始時にメンバー表交換。試合開始時に男子６名、女子４名そろっていなければ失格。

② １回戦開始時に届け出がない選手は、以後の試合に出場不可。

③ 審判はすべて「セルフジャッジ」とします。紛らわしい時はプレーを続けること。

④ コンソレーションはノーアドバンテージ方式とし、勝敗が決まった時点で打ち切りとする。

（男子のコンソレーションは初戦のみ３試合実施)

表    彰   ：男子は 1位・2位・３位（３位決定戦を行います）までとコンソレの１位まで。女子は１位・２位までとコンソレの１位まで。
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※コンソレーションの組合せは1回戦終了後に抽選で行います。

２０１７　第３７回　市民大会　団体戦　

日  　時   ：  平成29年7月9日（日）　　予備日7月23日（日）　天候不順の時は現地決定。

男   子 女子

全員：9時 　　　 全員：10時30分　ただし6は：11時30分

２０１７　第３７回　市民大会　団体戦　　女子の部
女子の部　　出場選手

チーム名 メンバー（監督；　左端）

ぐらんPa 藤森　茂樹 鈴木   生 中山 奈々 吉田 悦子

いいとも　I ♡ フレンズ 船引 真理 若林 理香 梶本 浩美 正井 栄子

佐藤　潤子 小野　有子

OASIS.TC　女史 阪本 幸子 片山　香奈 岡本 悦子 倉橋　美幸

with 土曜はるんるん 植之原　理恵子 山本　さより 小野田　倫子 田中　富美

F☆SHOT　ライオンチーム 弘中 文子 藤定 真由美 湯野 智絵 新谷 妙子 曽谷 亜由美

F☆SHOT　黒豹チーム 北住 佳奈 絹本 美子 武部 まゆみ 中谷　千文 中村　祥子

広野田園　Ａ 前田 孝子 楠 奈生美 松原 絹子 浦辺　三友紀

協同学苑TＳ　ﾁｰﾑ　スマイル 中野 禎子 影本 由美子 吉井 智恵子 堤   克枝

FREE　BIRDS　Ｔeam　アルゴ 畑中 美里 藤原　須美子 山田 千鶴 高田   恵 平石 美和

本戦
女子

全員：10時30分　ただし6：11時30分

　　　 1R　　　2R　　　SF F 　　　 SF　　　2R　　　1R　 

藤枝 礼佳

3 いいとも　I ♡ フレンズ 協同学苑TＳ　ﾁｰﾑ　スマイル 9

4 OASIS.TC　女史 F☆SHOT　黒豹チーム 10

1 ぐらんPa 広野田園　Ａ 7

2 BYE
02

BYE 8

FREE　BIRDS　Ｔeam　アルゴ

コンソレーション

1 OASIS.TC　女史 いいとも　I ♡ フレンズ 協同学苑TＳ　ﾁｰﾑ　スマイル 5

5 with 土曜はるんるん BYE 11

6 F☆SHOT　ライオンチーム FREE　BIRDS　Ｔeam　アルゴ 12

4 F☆SHOT　黒豹チーム BYE 8

2 BYE 20 BYE 6

3 いいとも　I ♡ フレンズ BYE 7


