
主 催：島根県テニス協会

主 管：安来テニス協会

期日/種目：

：島根県ランキングポイント対象（Ｇ１）

会 場：安来運動公園テニスコート（砂入人工芝８面）

試 合 球：

試 合 方 法：

：
審 判：セルフジャッジ

中 国 予 選：

(※単複両方代表決定になった場合は、ベテランを選択する）

役 員：

運 営：安来テニス協会

事 務 局：

注 意 事 項：・集合時間はドロー表記載の試合予定時間の１０分前です。

・集合時間までに受付をして下さい。

・オーダーオブプレーにより進行しますので、原則として放送はしません。

・本部前の掲示に注意して下さい。（試合数が多いので大会運営にご協力下さい。） 

・大会運営上、連続して試合を行う場合の休息時間は１０分以内とします。　　　

・試合前の練習は、サービスのみ６本とします。

・若い番号の選手がボール、スコアシートを受け取り、勝者が返却すること。

・雨天決行とします。

・ドローは島根県ランキング最終表を参考にしています。

・ゴミ、弁当ガラは各自でお持ち帰り下さい。

個 人 情 報：個人情報については、年齢基準の確認・大会プログラムへの掲載・大会資料・ランキング作成資料に

取 り 扱 い 使用します。また、大会ドロー及び結果、入賞者写真等を当協会のホームページ及び新聞に掲載します。

その他、個人情報については、本人の同意を得ることなく第三者には提供しません。

新型コロナ
ウィルス対策

①体調管理にはご留意頂き、当日、３７.５度の発熱がある場合の出場はご遠慮ください。

②試合中のマスクの着用を認めます。（フェイスマスクの着用は不可）

③試合前後の握手は行わない。

④会場では密集することなく、ウイルスの拡散防止にご協力ください。

⑤大会出場については自己責任とし、主管団体及び県協会は一切責任を負いません。

※今後の状況によっては中止の可能性もあります。

原則として、優勝者・準優勝者・３位を全日本都市対抗大会中国予選の島根県代表とする。
期　日：令和２年５月２３日(土)～２４日(日)
場　所：岡山　浦安

第４４回全日本都市対抗島根県予選

試合は全て８ゲームスプロセットノーアドバンテージ方式でＪＴＡルールに準じる。

連絡先　大和　修一　０８５４－２３－１９２３（安来市民体育館内）

または０９０－９５０５－７９１６

３位決定戦を行います。

令和２年３月２９日（日）一般男子シングルス、一般女子シングルス

ダンロップ・フォート

ディレクター／大和修一、レフェリー／秋鹿恭子（B級レフェリー資格者）



令和２年３月２９日
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一般女子シングルス

試合順

1 横田　七帆 ①
１－２
(12:00)

2 平林　祐子
１－３
(13:00)

3 藤原　圭子
２－３
(14:00)

(開星高校)

(ＤＥＮＥＢ)

(ＤＥＮＥＢ)

(Ｉ出雲) 50

１ ２ ３ 完了試合 勝敗 順　位

足立　康司 (T.LOACH) 49

25 万代　陽平 (UMEZU.T.T) ⑦ ② 板倉良太朗

24 大下　穂高 (開星高校)

(T.LOACH) 47

23 立石　誠治 (FOKAS) 諸岡　真吾 (UMEZU.T.T) 48

中本　丈志 (ＤＥＮＥＢ) 46

22 平野　武志 (ＮＥＯ) 清田　修

21 立脇　芳之 (HI-TENSION)

44

20 松本　幹史 (Team 灯) ⑪ ⑬ 古瀬　誠 (平田TC) 45

(安来高校) 43

吉川　拓哉 (Team 灯)19 石飛文太郎 (みみより) ⑯ ⑨

上西　大介 (ＮＥＯ) 42

18 松本　勇輝 (UMEZU.T.T) 金川　哲大

17 飯田　寿人 (HI-TENSION)

40

16 木村　優生 (UMEZUJr.T.T) 安立　紳吾 (UMEZU.T.T) 41

(チームグリーン) 39

15 田中　武二 (ＪＢＣ) 川瀬　瑞穂 (MIRROR TC)

福谷　悠 (Team 灯) 38

14 松井　智 (MIRROR TC) ⑧ 的野　貴介

13 永原　賢造 (ＤＥＮＥＢ) ③ ④

36

12 宗近　洋 (ＤＥＮＥＢ) ⑤ 小玉　浩靖 (Team 灯) 37

(UMEZU.T.T) 35

11 山中　信二 (HI-TENSION) 寺本　康 (MIRROR TC)

熱田　宏司 (HI-TENSION) 34

10 福島　勝成 (ＪＢＣ) 松本　俊太郎

9 浜村　修 (MIRROR TC)

32

8 加藤　龍乃介 (同志社大学) 深田　兼司 (ＤＥＮＥＢ) 33

(ＤＥＮＥＢ) 31

7 武田　圭太郎 (Team.Ft) ⑩ ⑮ 武田　郁弥 (Team.Ft)

山根　弘嗣 (チームグリーン) 30

6 福間 信也 (UMEZU.T.T) ⑭ ⑫ 秦　和也

5 佐藤　志郎 (みみより)

28

4 角　　陽太 (開星中学) 金山　真宏 (みみより) 29

(FOKAS) 27

3 松尾　周一郎(みみより) 漆谷　淳孝 (ＮＥＯ)

梅津　健太郎 (UMEZU.T.T) 26

2 佐藤　幸司 (とまとＴＣ) 槙野　弘章

1 永原　栄吾 (ＤＥＮＥＢ) ① ⑥


