
               期　日　　令和４年８月１９日（金）～２１日（日）

　　　　　　　 種　目　　成年男子・成年女子

               会　場　　広島広域公園テニスコート

　副 会 長　津島　則之　松重　見司　土屋　高明　岡田浩四郎

　　　　　  上田　久司　丸山真奈美　土井　雅子

競　　技　　委　　員

　委 員 長  高橋　由啓
　副委員長  西村　　覚　浅倉　俊一　福島　敏夫　東原　　篤

　レフェリー　 高橋　由啓
  Ａレフェリー 　松本　邦子
　運営委員  原田　京子　
　審判委員  中島　正雄　中川　　泉　北岡　朋子  山根　宗一
　　　　　  田中　千春　河村　秀子　西川絵理子　山口かずよ

　デイレクター 西村　りえ

　　　　　　川武　　郷　

　名誉会長　安東　善博
　会　　長　熊野　義夫

　　　　　　平松　敏男　福島　敏夫
　顧　　問　森尾　誠範　糸原　次之　伊原木一衛　藤田　　瑛
　　　　　　本田　　宏　木坂　孝治　神保　　健　中田　吉也
　　　　　　山根　　長　法橋　厚美
　参　　与　日域淳一郎　岩田　法亮　福井　雄治　岡野　拓史　　
　　　　　　金山　文隆　谷　　征純　矢野　　聡　芦山　洋子　　

　　  乾　　建作　楠瀬　正勝　植田　雄章　棟近　俊宏

競　　技　　会　　役　　員

第７７回国民体育大会　中国ブロック大会

テ　ニ　ス　競　技

　　　         (インドアコート含む　ハードコート）

　　　　　　　　　　　　 広島市安佐南区大塚西５－２－１

               主　管　　広島県テニス協会



　　　　　１２：４０～

７．閉式通告

８．役員選手団退場

　１．競技上の規程及び方法
　　（ａ）競技規定は（公財）日本テニス協会発行「ＪＴＡテニスルールブック２０２２」を

　　　　　適用する。

　　（ｂ）競技は、ラウンドロビン方式で行う。

　２．参加上の注意
　　（ａ）対戦時に若い番号の県は、本部で用意した「赤リボン」をプレーの妨げにならない

　　　　　場所につけて試合を行う。

　　（ｂ）服装及び用具は、「ＪＴＡテニスルールブック２０２２」を適用する。ただし県体育

　　　　　協会支給のユニフォームの上着は、試合に着用することができる。　

　　（ｃ）使用ボールは、ダンロップフォートとする。

    （ｃ）試合は全て８ゲームプロセット、ノーアドバンテージ方式とする。

　　   ＮＯ　１８コート　島根県（インドアコート）

　　（ｄ）本大会への出場権は、成年男子４チーム、成年女子２チームに与えられる。

  ３．その他　練習コート　８月１９日（金）　１１：００～１２：３０
　   　ＮＯ　１４コート　広島県（アウトドアコート）
　　   ＮＯ　１７コート　山口県（インドアコート）

　   　ＮＯ　１９コート　鳥取県（インドアコート）

２．役員選手団整列

３．開会宣言

４．競技会会長挨拶

５．閉式通告 ５．競技会会長挨拶

082-848-9540

監　督　会　議　日　程

日　　時 種　別 会　議　名 場　　所 電　話　番　号

２．役員選手団整列

３．成績発表

４．表彰状授与

６．閉会宣言６．役員選手団退場

１．開式通告

式　　次　　第
開　会　式 閉　会　式

令和 ４年８月１９日（金） 令和 ４年８月２１日（日）日　時

１６：００～

場　所 広島広域公園テニスコート 広島広域公園テニスコート

１．開式通告

管理事務所１１：００～ 成年女子 会議室
役員・監督会議

８月１９日（金） 成年男子 センターコート

　   　ＮＯ　２０コート　岡山県（インドアコート）



種別
公式練習

１３：００～ ①広島県　VS　②鳥取県　　③岡山県　VS　④島根県

成 　９：００～９：２０ 公式練習

年 　９：３０～ ①広島県　VS　⑤山口県　　②鳥取県　VS　③岡山県

男 １３：００～ ①広島県　VS　③岡山県　　④島根県　VS　⑤山口県

子 　９：００～９：２０ 公式練習
　９：３０～ ①広島県　VS　④島根県　　②鳥取県　VS　⑤山口県
１３：００～ ②鳥取県　VS　④島根県　　③岡山県　VS　⑤山口県

種別
公式練習

１３：００～ ①広島県　VS　②島根県　　③岡山県　VS　④山口県

成 　９：００～９：２０ 公式練習

年 　９：３０～ ①広島県　VS　⑤鳥取県　　②島根県　VS　③岡山県

女 １３：００～ ①広島県　VS　③岡山県　　④山口県　VS　⑤鳥取県

子 　９：００～９：２０ 公式練習
　９：３０～ ①広島県　VS　④山口県　　②島根県　VS　⑤鳥取県
１３：００～ ②島根県　VS　④山口県　　③岡山県　VS　⑤鳥取県
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ＮＯ１

ＮＯ２
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ＮＯ２
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ＮＯ２

ＮＯ１

ＮＯ２

ＮＯ１

ＮＯ２

ＮＯ１

ＮＯ２

ＮＯ１

ＮＯ２

ＮＯ１

ＮＯ２

日程 開始時刻 試合順序（リーグ戦）

8月19日
（金曜日）

１１：００～１２：３０

8月20日
（土曜日）

競　　技　　日　　程

成年女子 細木　咲良 原商
横田　七帆 早稲田大学

監　　　督 新　　一樹 （株）ｓｅａｌ
成年男子 小山　慶大 （有）エフ・テニスプランニング

岩見　直哉 GODAIスポーツエンターテイメント

成年女子 片山　美咲 関西外国語大学
岩井　萌花 大阪体育大学

監　　　督 谷　　征純 岡山ガス（株）

小林　瑞歩 日本郵政

成年男子 岡垣　光祐 法政大学（職）
井戸垣　一志 関西大学

成年女子 猪川　結花 法政大学
寺見　かりん （株）テニスユニバース

監　　　督 武田　守弘 広島文化学園大学（教）
成年男子 藤井　悠人 近畿大学

山﨑　義孝 西条ロイヤルＴＣ
成年女子 石井　あづさ C's RACQET CLUB

監督・選手

山
口
県

島

所　　属

8月21日

日程 開始時刻 試合順序（リーグ戦）

8月19日 １１：００～１２：３０

（日曜日）

参加選手・監督一覧

（土曜日）

8月21日

（金曜日）
8月20日

（日曜日）

県

鳥
取
県

岡
山
県

広

県名

島
県

成年男子

成年女子

監　　　督 川武　　郷 医療法人社団 青寿会　武久病院

寺本　嵩史 周南市役所
手嶋　海陽 日本大学
吉本　菜月 筑波大学
安部　由香莉 （株）テニスユニバース

監　　　督 細木　秀樹 ＴＴＳ
成年男子 岩本　晋之介 関西大学

永原　賢造 Ｒｅ Ｆｌｅｘ根



完了試合 勝　敗 取得率 順　位

①広島県

１広島 ２鳥取 ３岡山 ４島根 ５山口

②鳥取県

④島根県

③岡山県

⑤山口県

【成年男子】

組　み　合　わ　せ　表

【成年女子】

１広島 ２島根 ３岡山 ４山口

本大会出場数

本大会出場県

① ② ③

５鳥取 完了試合 勝　敗 取得率 順　位

①広島県

③岡山県

②島根県

④

⑤鳥取県

本大会出場県

本大会出場数 ① ②

④山口県
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