
 

川西 主

中谷 二

良元 英河

柳田 孝二

中井 良一 高橋 利昌
池田 裕一 松村 正博

●試合方法及びルール

１．各種目とも６－６　７ポイントタイブレークの１セットマッチとします。

２．試合前の練習は、各自サービス４本とします。

３．試合は、セルフジャッジで行います。サーバーはカウントをはっきりとコールして下さい。

４．その他は、日本テニス協会のルールに従います。

●運営上の注意とお願い

１．一般男子Ｂに於いては、第１日目ベスト４まで実施予定です。

　　勝者は、次回の日程をご確認の上お帰り下さい。

２．各試合終了後、勝者は速やかに所定の結果報告用紙と試合球を本部へ届けて下さい。

３．選手の方は、試合進行表（本部横）を確認の上、「控え」になりましたら、両チーム共本部にお越し下さい。

４．大会期間中の疾病・傷害につきましては、主催者側では一切の責任は負いません。

※天候等により試合方法・ルール等が変更になることもあります。その場合は、本部からの指示に従って下さい。
　雨天時連絡先は、７：００より　ＴＥＬ　０７２９－６６－４６６１　です。

1st 1st

1st. R: 8/7  11:00

1st 2nd 2nd

1st. & 2nd. R: 8/7  7:00

17 嶋村・堀池 (一般)

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

9 山田・渡辺

13 西口・田那

15

7 青木・中原

8 河野・木本 (一般) 追立・吉田

(一般) 満留・高田

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 22

(一般) 23

(一般) 25

5 藤田・角山 (一般) 亀川・荒堀

(一般) 24

6 隈部・垣内 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 岡橋・中野

(一般) 20

4 藤岡・萩原 (一般) 川本・山根 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 21

3 飯田・松本 (一般) 阪井・石山

18

2 岩渕・長谷川(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 小川・島田 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 19

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

永田・葉田 (みなずき会) 9

1  坂　・野村 木下・吉田 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ)

松下・後藤 (小阪ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 7

朝日・橋本 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 8

大 会 会 長

大 会 副 会 長

運 営 委 員 長

レ フ ェ リ ー

6(一般)伊崎・坂田

一般 男子 Ａ

2

(一般)

(一般)

3 金森・中村

4 荻野・涌本

運 営 委 員

(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞYAO)

粟田・瀬口

1 柳田・平賀

壮 年 男 子

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

26

10 石田・松井 (一般) 石川・猪岡 (一般) 27

11 掛川・松崎 (一般) 田宮・福田

布施田・村口 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

山本・古門

(一般)

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

28

12 中島・門前 (一般) 三宅・飯島 29

32福味・井上 (一般) 大嶋・金原

14 田中・伊丹 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 高山・中川

16 鶴田・重家 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 坂口・笠井

30

(一般) 31

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 33

(一般)



 

1st 2nd 2nd 1st

1st. & 2nd. R: 8/7   9:00

1st 2nd 2nd 1st

No.1～24  1st. & 2nd. R: 7/31  7:00
No.25～48 1st. & 2nd. R: 7/31 14:00
SF & F    8/ 7  8:00

(一般) 47

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 48

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

24 大浦・真栄城(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 柳原・吉田

4622 平津・細川 (一般) 山田・西村

(一般) 福西・吉田23 上田・萩本

20 佐藤・谷浦

21 大和・角田 (一般) 森本・ 岡

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 川本・長町

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 42

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 43

(一般) 45

18 片岡・和泉 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 中村・前田

(一般) 44

19 久保・広瀬 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 大東・松田

16 広野・中嶋

17 北本・岡本 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 都能・田中

(一般) 長田・玉谷

(一般) 38

(一般) 39

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 41

一般 男子 B

1 山田・田上 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

(一般) 40

15 玉西・福井 (一般) 平松・養父

2 藤岡・北川 (一般) 池岡・大丸 (一般) 26

Ｂｙｅ 山崎・牛道

 浦　・栗山 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 25

佐藤・上野

(一般) 27

4 佐藤・前田 (一般) 松井・松原 (一般) 28

3

29

6 中村・井上 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 北山・吉里 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 30

5 土屋・坂井 (一般)

7 西田・松崎 (一般) 倉掛・徳田 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ) 31

(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ)

16

小柳・新宮 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 17

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)三宅・岩本

14

西垣・菅野 (一般) 15

(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ)中安・新井

野尻・水流添

12

樋口・岩井 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 13

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)岩崎・樋口

33

8 岡村・安田 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 河野・井村

10

松本・飯田 (一般) 11

(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞYAO)

松村・繁原 (一般) 山本・徳原

(一般) 32

9 山本・飯伏 (一般) 佐枝・松永 (一般)

樋口・ 林

(ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 34

(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ) 35

(ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 36

小出・楠奥

谷口・野川

(一般) 37

12 出口・松岡

13 宮本・馬場 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ) 高山・西村

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

9 上西・岸本 (一般)

14 田中・近藤 (一般)

11 近藤・福山 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

10

7 能島・栗栖 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ)

8 千原・山川 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

5 柳瀬・森岡 (小阪ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

6 稲垣・西川 (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞYAO)

3 大谷・竹本 (一般)

4 杉本・辰巳 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

一般 女子 Ａ

1 藤井・樹下 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

2 上野・広内 (一般)



 

1st 2nd 2nd 1st

1st. R: 7/31   8:00

1st 2nd 2nd 1st

1st. & 2nd. R: 7/31  10:00

(一般)

1 金島・金子 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

2 市村・西村 (一般)

3 南口・増田 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

4 高橋・南原 (一般)

一般 男子 Ｃ

5 樫尾・平地 (一般)

6 倉掛・佐伯 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

7 原坂・中岸 (一般)

8 橋本・古家 (一般)

9  森　・ 西 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

10 和田・山口 (一般)

11 鈴木・山口 (一般)

12 片岡・仁科 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

13  幸　・ 菅 (一般)

14 田中・有馬 (一般)

15 土井・高橋 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

16 西井・中塚 (一般)

1 小西・安田 (一般)

2 Ｂｙｅ

3 福田・大津 (一般)

4 高橋・茂木 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

5 神野・松永 (一般)

6 木尾・辻本 (一般)

7  幸　・千場 (一般)

8 古俣・藤野 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

 辻　・山田

11 大島・南澤

橋本・ 催

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

10 Ｂｙｅ

23

15  辻　・高橋 (一般)

(一般)

(一般)

12 田中・山下 (一般)

13

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

16 沢田・上山 (一般)

光本・外輪

14

9

23

32

17

18

19

28

29

30

31

高橋・塩野 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

大矢・大原

28

29

30

24

25

26

27

小杉・ 林 (一般)

大西・羽山 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

玉西・北岡 (一般)

(ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

松川・川本 (一般)

水浦・松村 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

32

31

20

21

22

辰巳・北本 (一般)

水野・瀧本 (一般)

辻本・長尾 (ｶﾗﾊﾞｯｼｭ)

神谷・山本 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

貴治・飯田 (一般)

久門・中村 (一般)

上野・谷山 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

藤長・中井 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

有馬・勝部 (一般)

田頭・裏野 (一般)

寺山・ 岡 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

住谷・本西 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

中村・中村

Ｂｙｅ

辻本・奥田 (一般)

久保・岸本 (一般)

上羽・加藤 (一般)

(一般)

(ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ)

安田・北野 (一般)

中筋・岩崎 (ｽﾀｰｻｯﾌﾟ)

岡田・浅井 (一般)

岩本・高橋 (ｲﾜｷﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

一般 女子 Ｂ

(一般) 松本・浦井

岩津・十場 (一般)

Ｂｙｅ

堂本・野口


