
【主　催】 中国テニス協会・ＳＲＩスポーツ（株）・（株）ダンロップスポーツ

【主　管】 岡山県テニス協会

【協　力】 鳥取県テニス協会・島根県テニス協会・広島県テニス協会・山口県テニス協会（順不同

【期　日】 平成２０年１０月１８日（土）～１０月１９日（日）

　　　１０月１８日（土）
　　　　　　　ＰＭ１２：３０　コート集合・開会式
　　　　　　　　　　１３：００　試合開始
　　　　　　　　　　１９：００　夕食・懇親会（試合終了状況にて変更いたします）
　　　１０月１９日（日）
　　　　　　　ＡＭ９：００　　試合開始
　　　　　　　　　　　　　　　試合終了後、表彰式。閉会式

【試合会場】 岡山県総合グランドテニスコート（県営コート）　砂入り人工芝コート
〒７００－００１２　岡山市いずみ町２－１－１１　ＴＥＬ０８６－２５３－４８１２

【選手・役員宿泊先および懇親会会場】
アークホテル岡山
〒７００－０９０７　岡山市下石井２－６－１　ＴＥＬ０８６－２３３－２２００

【競技種目】 男子Ａ級・男子Ｂ級・ベテラン・グランドベテラン・女子・女子ベテランのダブルスのみ
（注）ベテラン出場者は１９６３年（Ｓ３８年）１２月３１日以前に生まれた者
　　　グランドベテラン出場者は１９５３年（Ｓ２８年）１２月３１日以前に生まれた者

【競技方法】 （１）各種目、個人戦、リーグ方式
（２）個人戦の成績をもとに、各県にポイントを与え団体戦の順位を決定する
　　　各種目　　優　勝ペアの県に   ５ポイント
　　　各種目　　準優勝ペアの県に  ３ポイント
　　　各種目　　第３位ペアの県に   １ポイント
（３）試合は全て８ゲームズプロセット（８－８後１２ポイントタイブレーク）
（４）Ｗ．Ｏは、８－０の負けとする
（５）各県からキャプテンを１名選出し、競技内容・日程変更時の打合せ窓口とする
（６）試合上の質疑は日本テニス協会の規則に基づき、レフェリーが裁定する

【使用球】 スリクソン（ダンロップ）

【参加資格】 各県のダンロップトーナメントの成績に基づいて、各県テニス協会に推薦された選手
※各県各種目１ペアずつの１２人

【参加料】 １組　　８，０００円（消費税込み） ※参加料は懇親会等の費用から優先的に充当させていただきます。

【経費】 現地までの交通費（駐車場代含む）および宿泊先の個人的な費用は自己負担
１８日の夕食・懇親会費・宿泊費および１９日の朝食・昼食は主催者負担
　（注）　　１０月１８日（土）の昼食は、各自お済ませの上、コートに集合下さい。

【その他】 ・天候その他、やむをえない事情により、本大会要項を変更する場合があります。
・懇親会にはショートパンツ、Ｔシャツ、スリッパでのご出席はご遠慮願います。

２００８ダンロップトーナメント中国地区決勝大会

【実施要項】



期間 　２００８年１０月１８日（土）～１９日（日）

会場 　岡山県総合グランドテニスコート（県営コート）

　中国テニス協会
　ＳＲＩスポーツ株式会社
　株式会社ダンロップスポーツ

　岡山県テニス協会

　鳥取県テニス協会
　島根県テニス協会
　広島県テニス協会
　山口県テニス協会

　 SRIXON （スリクソン）
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第１日　　　１０月１８日（土）
１２：３０　コート集合・開会式
１３：００　試合開始
１９：００　夕食・懇親会　（試合終了状況にて変更いたします）

第２日　　　１０月１９日（日）
　９：００　試合開始

試合終了後　表彰式・閉会式

　　競　技　方　法

（１） 個人戦のラウンドロビン方式（総当たりリーグ戦）で行うが、その成績を基に県別の
ポイントを算出し、団体戦の成績とする。

（２） 試合は、全試合８ゲームズプロセット（８－８後　１２ポイントタイブレーク）

（３） 団体戦ポイント
各種目 優勝ペアーの県に ５ポイント
各種目 準優勝ペアーの県に ３ポイント
各種目 第３位ペアーの県に　 １ポイント

・順位決定方法
（イ）　個人戦
①勝率の高い者を上位とする。
②同率の場合、直接対決による勝者を上位とする。
③３チームによる同率の場合は、取得ゲーム率の高い方を上位とする。
④リタイアの場合、リタイアまでの取得ポイントは有効とする。
⑤Ｗ．Ｏは８－０の負けとする。
（ロ）　団体戦
①取得ポイント合計の多い方を上位とする。
②同ポイントの場合は、各種目の勝敗数を合計し、その勝率を高い方を上位とする
③同率の場合は、全ゲームの取得ゲーム率の高い方を上位とする。

（４） 審判はすべてセルフジャッジとします。

（５） 各県、キャプテンを１名選出し、競技内容、日程変更時の打ち合わせ窓口とする。

（６） 試合上の質疑は日本テニス協会の規則に基づき、レフェリーが裁定する。

（７） ウォーミングアップタイムは、全て５分以内とする。

（８） 使用球：ＳＲＩＸＯＮ（ＩＴＦ・ＪＴＡ公認球）

（９） 服装について：ウォーアップの着用については、寒さに応じてレフェリーより連絡します。
（Ｔシャツ・ジョギングパンツの着用は不可、それ以外については「ＪＴＡテニスルールブック」に準ずる

大　　会　　日　　程



男子Ａ級

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）

男子Ｂ級

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）



男子ベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）

男子グランドベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）



女子

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）

女子ベテラン

山口 島根 鳥取 岡山 広島 勝敗 ゲーム率 順位

山口

島根

鳥取

岡山

広島

優勝 （　　　　　）

準優勝 （　　　　　）

第３位 （　　　　　）

第４位 （　　　　　）

第５位 （　　　　　）



男子
グランドベテラン

山口

島根

鳥取

岡山

広島

※ポイント（Ｐ）計算（各種目）　優勝＝５　準優勝＝３　第３位＝１

MEMO

団体戦成績表

男子Ａ級 男子Ｂ級 男子ベテラン 女子 女子ベテラン 合計Ｐ 順位



男子
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝ

第１回大会 岡山県 河内、浜本 上石、ｳﾞｫﾊﾞﾝﾁｭﾝ 井本、三宅 長江、太田

（１９８０年/Ｓ５５） 中国郵政局コート （広島Ａ） （岡山Ａ） （岡山Ａ） （岡山Ａ）

第２回大会 広島県 大野、土井 西川、木村 井本、三宅 一井、鹿島 中原、石川

（１９８１年/Ｓ５６） （岡　山） （広　島） （岡　山） （鳥　取） （山　口）

第３回大会 山口県 西川、木村 稲田、松居 川畑、竹内 一井、鹿島 佐々木、津島

（１９８２年/Ｓ５７） （広　島） （鳥　取） （広　島） （鳥　取） （岡　山）

第４回大会 島根県 河内、平岡 高原、石川 三宅、井本 長江、佐藤 太田、藤原

（１９８３年/Ｓ５８） （広　島） （広　島） （岡　山） （岡　山） （岡　山）

第５回大会 鳥取県 藤井、海老沢 井上、横山 沖本、台丸 前嶋、玉腰 藤原、佐々木

（１９８４年/Ｓ５９） 千代テニスコート （山　口） （広　島） （広　島） （鳥　取） （岡　山）

第６回大会 岡山県 藤井、原野 古賀、滝沢 伊達、重政 井本、長江 石川、中原

（１９８５年/Ｓ６０） 県営コート （山　口） （岡　山） （鳥　取） （岡　山） （岡　山）

第７回大会 広島県 福井、原野 大道、大道 辻村、野上 石津、村本 太田、長江

（１９８６年/Ｓ６１） （山　口） （山　口） （岡　山） （岡　山） （岡　山）

第８回大会 山口県 福井、原野 大熊、宗友 林、中野 吉崎、小田 太田、長江

（１９８７年/Ｓ６２） 厚生年金休暇センター （山　口） （岡　山） （山　口） （広　島） （岡　山）

第９回大会 島根県 西川、山根 鬼頭、渡部 藤井、多田 粟野、小田 太田、長江

（１９８８年/Ｓ６３） 市営総合運動公園 （広　島） （島　根） （山　口） （広　島） （岡　山）

第１０回大会 鳥取県 武田、谷 藤岡、大熊 藤井、花房 粟野、小田 太田、長江

（１９８９年/Ｈ１） 千代テニスコート （岡　山） （岡　山） （岡　山） （広　島） （岡　山）

第１１回大会 岡山県 末広、海老沢 宗友、清水 平田、野上 粟野、小田 安藤、尾田

（１９９０年/Ｈ２） 山陽ハイツ （山　口） （岡　山） （岡　山） （広　島） （広　島）

第１２回大会 広島県 福井、末広 河合、藤田 松本、藤井 梅原、岩崎 阿久津、松浦

（１９９１年/Ｈ３） リョーコーテニスクラブ （山　口） （山　口） （山　口） （山　口） （山　口）

第１３回大会 山口県 吉田、重政 泉水、内山 梅津、柏井 岩崎、福谷 長江、石津

（１９９２年/Ｈ４） 維新百年記念公園 （鳥　取） （岡　山） （島　根） （山　口） （岡　山）

第１４回大会 島根県 西川、益田 長塩、兼田 今津、藤本 浜本、妹尾 長江、石津

（１９９３年/Ｈ５） 市営総合運動公園 （広　島） （岡　山） （広　島） （広　島） （岡　山）

第１５回大会 鳥取県 藤田、星木 赤堀、亀山 今津、藤本 太田、吉国 長江、石津

（１９９４年/Ｈ６） 千代テニスコート （山　口） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）

（１９９５年/Ｈ７）

第１６回大会 岡山県 浜田、竹嶋 貞木、船越 石津、石津 石川、下西 粟野、小田

（１９９６年/Ｈ８） 県営コート （山　口） （岡　山） （岡　山） （広　島） （広　島）

第１７回大会 広島県 中原、森田 山口、井上 井上、兼森 大野、楠戸 粟野、小田

（１９９７年/Ｈ９） びんご総合運動公園 （広　島） （岡　山） （広　島） （岡　山） （広　島）

第１８回大会 山口県 西川、井上 金井、藤田 早野、森川 佐藤、藤岡 粟野、小田

（１９９８年/Ｈ１０） 維新百年記念公園 （広　島） （山　口） （山　口） （山　口） （広　島）

第１９回大会 岡山県 細木、木原 大村、小林 渡部、早野 宇田川、井上 太田、吉國

（１９９９年/Ｈ１１） 倉敷スポーツ公園 （島　根） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）

第２０回大会 島根県 益田、森田 柿並、山本 藤田、多田 藤岡、佐藤 太田、吉國 藤井、倉地

（２０００年/Ｈ１２） 浜山公園 （広　島） （山　口） （山　口） （山　口） （岡　山） （岡　山）

第２１回大会 鳥取県 遠藤、今井 原、永光 森川、早野 宇田川、福森 太田、吉國 中原、石井

（２００１年/Ｈ１３） 布勢総合運動公園 （岡　山） （岡　山） （山　口） （岡　山） （岡　山） （山　口）

第２２回大会 広島県 細木、木原 山田、横溝 宇治、山上 西田、下西 太田、吉國 藤井、原

（２００２年/Ｈ１４） 広域公園 （島　根） （岡　山） （岡　山） （広　島） （岡　山） （岡　山）

第２３回大会 広島県 久米、酒井 波多野、神田 清水、秋吉 安藤、貞政 引田、景山 藤井、原

（２００３年/Ｈ１５） びんご総合運動公園 （岡　山） （山　口） （広　島） （岡　山） （島　根） （岡　山）

第２４回大会 鳥取県 細木、木原 上江洲、高木 梅津、小林 安部・西牟田 太田、吉國 花房、浮田

（２００４年/Ｈ１６） 布勢総合運動公園 （島　根） （広　島） （島　根） （山　口） （岡　山） （岡　山）

第２５回大会 島根県 磯村、井上 片沼、毛利 梅津、小林 石井、寺師 福井、安部 国広、竹嶋

（２００５年/Ｈ１７） 市営総合運動公園 （広　島） （岡　山） （島　根） （岡　山） （山　口） （広　島）

第２６回大会 広島県 苫田、赤松 片岡、上東 磯村、宮本 伊藤、藤田 河本、山田 宮松、江藤

（２００６年/Ｈ１８） びんご総合運動公園 （岡　山） （岡　山） （広　島） （山　口） （広　島） （広　島）

第２７回大会 山口県 今井、北野 早川、西原 磯村、宮本 藤岡、伊藤 河本、田中 宮松、江藤

（２００７年/Ｈ１９） 維新百年記念公園 （岡　山） （山　口） （広　島） （山　口） （広　島） （広　島）

第２８回大会 岡山県

（２００８年/Ｈ２０） 県営コート

岡山県

岡山県

広島県

ダンロップトーナメント中国決勝大会歴代優勝者

岡山県Ａ

岡山県

団　体　戦男子Ａ級 男子Ｂ級 男子ベテラン女子

阪神大震災の影響により開催せず

岡山県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

広島県

広島県

岡山県

山口県

岡山県

山口県

広島県

岡山県

山口県

岡山県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

広島県

岡山県

開催地 女子ベテラン

岡山県




