
第１０回 みよし市民テニス大会
2019年１０月１９日(土)  みよし市テニス協会

　　　予備日　10月26日（土）

１．男子ダブルス　Ａクラス

冨田　一行 田中　亮英
前田　法久 浅井　祐介

大竹　一之 鈴木 和孝
小野　壽 今井　重文

大島　順敏 勝野　二徹
村井　清隆 中島　洋一

成瀬　剛史 川本　拓哉 (東海学園)

長谷川　賢悟 鍋谷　勇介 (三五)

吉川　翔 伊藤　雅洋
久保　慶紘 寺嶌　祐希

宮本　司

【三位決定戦】 山田　惇貴

コンソレ
① 2×3の敗者 ④

② 6×7の敗者 ⑤

③ ⑥

⑦

試合会場　：三好公園テニスコート　　Ａ～Ｆ面使用　　No　１～１１
試合開始予定　；　　 　１１：００　　　…Ｎｏ２、３、６、７、９、１０

　１１：３０　　　…Ｎｏ１、４、５、８、１１

（注意事項）
１．受付は、試合開始予定時間の１５分前までに済まさないと失格となります。

　エントリーフィーの支払いをお願いします。
（失格の場合も支払いいただきます）　

２．審判は、セルフジャッジです。勝者が試合結果を本部に届けてください。
３．レフリー　　長山　家久
４．試合前のウォームアップは、サービス４本のみです。
５．試合は、６ゲーム１セットマッチ（６－６タイブレーク、セミアドバン方式）

セミアドバン方式、ジュースアゲンでﾉﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で行います。
６．試合球は、ダンロップ　フォート使用。
７．表彰は、男子Ａクラスとも優勝、準優勝、三位に賞状・記念品を贈呈します。

（表彰式に残っていた方のみ表彰・記念品贈呈とします）

８．テニスウエアを着用下さい。
９．コンソレに参加されない方は、必ず本部席にその旨申し出てください。
10．コンソレは、６ゲーム先取ノンアドバンとします
11．コートチェンジの際は、水分補給のみとし、大会運営にご協力ください。
12．カウンターボードの変更依頼
　　試合順序の若番の選手が、コートチェンジの際にカウンターボードの変更を
　　行ってください。　若番が左の数字です。
13．試合中の事故については、応急処置をいたしますが、事故の責任は負いません。

※自分のゴミは自分で持ち帰ってください。

　　飲み残しのペットボトル・缶が忘れていますのでご注意ください。

※　少雨決行　　当日、雨天時の大会有無については、８時００分に行います。

1 (SUI-DOU) [1] 6 (GAOTC)

[3]

2 (GAOTC) 7 (SUI-DOU)

3 (ミスジャッジ) 8 (CDT)

5 (SUI-DOU) 10 (SUI-DOU)

4 (CDT) [3] 9

１が敗者の場合 8が敗者の場合

11が敗者の場合

4×5の敗者

9×10の敗者

(GAOTC)11 [2]



第１０回 みよし市民テニス大会
2019年１０月１９日(土)  みよし市テニス協会

　　　予備日　10月26日（土）

２．男子ダブルス　Ｂクラス

山本　規博 武本　康蔵
奈原　清一 安藤　暢介

早川　和宏 阿部　哲哉
今泉　潤吾 阿部　憲明

竹尾　学 長谷　史朗
山崎　剛 長谷　秀汰

酒井　勝久
小林　清成

【三位決定戦】

コンソレ
①

②

③

④

試合会場　：三好公園テニスコート　　Ａ～Ｆ面使用　　No　１～７

試合開始予定　；　　 　１１：００　　　…Ｎｏ２、３、４、５

　１１：３０　　　…Ｎｏ１、６、７

３．男子ダブルス　Ｃクラス

試合会場　：三好公園テニスコート　　Ａ～Ｆ面使用　　No　１～３
試合開始予定　；　　 　１１：００　　　…Ｎｏ１、２、３

（注意事項）
１．受付は、試合開始予定時間の１５分前までに済まさないと失格となります。

　エントリーフィーの支払いをお願いします。
（失格の場合も支払いいただきます）　

２．審判は、セルフジャッジです。勝者が試合結果を本部に届けてください。
３．レフリー　　長山　家久
４．試合前のウォームアップは、サービス４本のみです。
５．試合は、６ゲーム１セットマッチ（６－６タイブレーク、セミアドバン方式）

セミアドバン方式、ジュースアゲンでﾉﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で行います。
６．試合球は、ダンロップ　フォート使用。
７．表彰は、男子Ｂクラスに優勝、準優勝・三位に賞状・記念品を贈呈します。

男子Ｃクラスに優勝、準優勝に賞状・記念品を贈呈します。
（表彰式に残っていた方のみ表彰・記念品贈呈とします）

８．テニスウエアを着用下さい。
９．コンソレに参加されない方は、必ず本部席にその旨申し出てください。
10．コンソレは、６ゲーム先取ノンアドバンとします
11．コートチェンジの際は、水分補給のみとし、大会運営にご協力ください。
12．カウンターボードの変更依頼
　　試合順序の若番の選手が、コートチェンジの際にカウンターボードの変更を
　　行ってください。　若番が左の数字です。
13．試合中の事故については、応急処置をいたしますが、事故の責任は負いません。

※自分のゴミは自分で持ち帰ってください。
　　飲み残しのペットボトル・缶が忘れていますのでご注意ください。

※　少雨決行　　当日、雨天時の大会有無については、８時００分に行います。

1 (一般（山本）) [1] 4 (スリーピー)

2 (スリーピー) 5 (チャオ)

3 (PRETZ) 6 (PRETZ)

7 (SUI-DOU)

2×3の敗者

4×5の敗者

6×7の敗者

１が敗者の場合

1 2 3 勝敗 得失点差 順位

1 苅部　龍夫 高田　孝幸 (スリーピー)

2 石川　英紀 嶽本　邦彦 (スリーピー)

3 池田　哲 山下　詠司 (一般（池田）)



第１０回 みよし市民テニス大会
2019年１０月１９日(土)  みよし市テニス協会

　　　予備日　10月26日（土）

４．女子ダブルス　Ａクラス

大島　美香 近藤 真美
ウィニック圭子 冨岡　波江

三谷　雅美 槇原　清子
鈴木　智香子 松村　恵美子

金剛　かおり 石川　知子
伊東　美苗 松木平 恵美

大久 保孝子 長谷川　淳子
牧口　好美 田中　佳枝

水谷　瑞希 山崎　有加
梶原　美沙 後藤　萌花

関　智恵美 矢代　雅美
杉浦　美由紀 田代　美映

牧　亮子 竹田　綾子
立川 千歌 野口　由紀子

【三位決定戦】

コンソレ
① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④ ⑧

試合会場　：三好公園テニスコート　　Ａ～Ｆ面使用　　No　１～１４
試合開始予定　；　　 　９：００　　　…Ｎｏ2～13

　９：２０　　　…Ｎｏ１、１４

（注意事項）

１．受付は、試合開始予定時間の１５分前までに済まさないと失格となります。

　エントリーフィーの支払いをお願いします。

（失格の場合も支払いいただきます）　

２．審判は、セルフジャッジです。勝者が試合結果を本部に届けてください。

３．レフリー　　長山　家久

４．試合前のウォームアップは、サービス４本のみです。

５．試合は、６ゲーム１セットマッチ（６－６タイブレーク、セミアドバン方式）

セミアドバン方式、ジュースアゲンでﾉﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で行います。

６．試合球は、ダンロップ　フォート使用。

７．表彰は、女子Ａクラスに優勝、準優勝、三位に賞状・記念品を贈呈します。

（表彰式に残っていた方のみ表彰・記念品贈呈とします）

８．テニスウエアを着用下さい。

９．コンソレに参加されない方は、必ず本部席にその旨申し出てください。

10．コンソレは、６ゲーム先取ノンアドバンとします

11．コートチェンジの際は、水分補給のみとし、大会運営にご協力ください。

12．カウンターボードの変更依頼

　　試合順序の若番の選手が、コートチェンジの際にカウンターボードの変更を

　　行ってください。　若番が左の数字です。

13．試合中の事故については、応急処置をいたしますが、事故の責任は負いません。

※自分のゴミは自分で持ち帰ってください。

　　飲み残しのペットボトル・缶が忘れていますのでご注意ください。

※　少雨決行　　当日、雨天時の大会有無については、８時００分に行います。

1 (SUI-DOU) [1] 8 (SUI-DOU)

2 (一般（三谷）) 9 (GAOTC)

3 (GAOTC) 10 (スリーピー)

4 (GAOTC) 11 (CDT)

5 (SUI-DOU) 12 (ゆなーず)

[2]

6 (ＰＯＦ) 13 (GAOTC)

7 (GAOTC) 14 (SUI-DOU)

１が敗者の場合 １4が敗者の場合

2×3の敗者 8×9の敗者

4×5の敗者 10×11の敗者

6×7の敗者 12×13の敗者



第１０回 みよし市民テニス大会
2019年１０月１９日(土)  みよし市テニス協会

　　　予備日　10月26日（土）

５．女子ダブルス　Ｂクラス

試合開始予定　１～３まで　　　９：２０

試合会場　：三好公園テニスコート　　　　No　１～３

試合開始予定　；　　　９：２０　　　…Ｎｏ１～３

６．女子ダブルス　Ｃクラス

試合開始予定　１～４まで　　　９：２０

橋本　和奈 新谷　千秋
後藤　有美 岩月　菜穂子

池田　真知子 (スリーピー) 磯貝　ひろみ
竹田　晶子 (SUI-DOU) 清水　友里

コンソレ
①

②

試合会場　：三好公園テニスコート　　　　No　１～４

試合開始予定　；　　　９：２０　　　…Ｎｏ１～４

（注意事項）
１．受付は、試合開始予定時間の１５分前までに済まさないと失格となります。

　エントリーフィーの支払いをお願いします。
（失格の場合も支払いいただきます）　

２．審判は、セルフジャッジです。勝者が試合結果を本部に届けてください。
３．レフリー　　長山　家久
４．試合前のウォームアップは、サービス４本のみです。
５．試合は、６ゲーム１セットマッチ（６－６タイブレーク、セミアドバン方式）

セミアドバン方式、ジュースアゲンでﾉﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で行います。
６．試合球は、ダンロップ　フォート使用。
７．表彰は、女子Ｂ・Ｃクラスとも優勝、準優勝に賞状・記念品を贈呈します。

（表彰式に残っていた方のみ表彰・記念品贈呈とします）

８．テニスウエアを着用下さい。
９．コンソレに参加されない方は、必ず本部席にその旨申し出てください。
10．コンソレは、６ゲーム先取ノンアドバンとします
11．コートチェンジの際は、水分補給のみとし、大会運営にご協力ください。
12．カウンターボードの変更依頼
　　試合順序の若番の選手が、コートチェンジの際にカウンターボードの変更を
　　行ってください。　若番が左の数字です。
13．試合中の事故については、応急処置をいたしますが、事故の責任は負いません。

※自分のゴミは自分で持ち帰ってください。
　　飲み残しのペットボトル・缶が忘れていますのでご注意ください。

※　少雨決行　　当日、雨天時の大会有無については、８時００分に行います。

4 (スリーピー)

1×2の敗者

1 (スリーピー) 3 (スリーピー)

3×4の敗者

2

1 2 3 勝敗 得失点差 順位
1 寺下　愛 中谷　由香子 (スリーピー)
2 岡田　美智子 平野　寿美代 (ＳＴＥＰ）)
3 伊藤　奈穂 花垣 磨由佳 (SUI-DOU)


