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安来テニス協会

令和３年7月４（日）8:4０分集合(女子A級は10時）９：００試合開始広瀬TCさんは8：30分集合でコ－
ト準備の手伝いをお願いします。）

セルフジャッジ

表彰は１位のみ表彰（男子B.C女子C級は2位まで）します。

男子ダブルス　A，B,C級　女子ダブルス　A，C級（女子B級は定数不足のため不成立）

安来運動公園テニスコート8面

試合は男子A級は8ゲームセミアド、女子A級は6ゲームセミアド3セット、男子B.Ｃ級女子C級は６
ゲームﾉｰｱﾄﾞその他は　ＪＴＡルールに準じる。

・体調不良のご参加はご遠慮願います。

ダンロップ・フォート

・雨天決行とします。

・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。

（問い合わせ先）　石田　陽一携帯 ０8０－1931－6299

各級８：４０分集合(女子A級は10時）

・次の試合のペアは、コートサイドにて待機して下さい。

・若い番号のペアがボール、スコアシートを受け取り、勝者が返却すること。

・本部前の掲示に注意して下さい。

・集合時間までに、ペアが揃って受付をしない場合は棄権とみなします。

・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。

・コロナ対策の為アルコール消毒、試合以外のマスクの着用、蜜の回避ご協力お願いし
ます。

安来テニス協会競技委員

・ノーアドバンテージ方式とは、デュースになったときに、次の第７ポイント目で勝敗を決する。



第44回安来市テニス大会

男子A級
1コート A級　　Ａ 1.2コ－ト A1 A２ A3 勝 負 順位

9:00 ＊1-2 A1 足立　康司 （Ｔ.LOACH）
9:50 ＊2-3 金川　哲大 （T.LOACH）

10:40 女子D1-D２ A２ 青戸　達哉 （DENEB）
＊1-3 山田　良祐 （DENEB）

A3 野々村　公照 （HTC）
8ゲームセミアド 野々口　友博 （HTC）

男子B級 Ｂ級　A 2.3コート B1 B2 B3 B4 勝 負 順位
2.3ｺｰﾄ B1 加藤　隆志 (安来クラブ）

9:00 ＊1-2 ＊3-4 伊藤　誠 (フリー)
9:50 ＊2-3 ＊1-4 B2 山根　直毅 (HTC)

10:40 ＊1-3 ＊2-4 岩本　勇佑 (HTC)
B3 川合　裕太 (NEO)

杉尾　健太 (DAN2)
B4 山本　響也 （安来高校）

6ゲームノーアド 石田　慎太郎 （安来高校）

4コート B級　　B 4コ－ト C1 C2 C3 勝 負 順位
＊1-2 C1 加藤　真 （HTC）
＊2-3 岡空　祐 （HTC）
＊1-3 C2 米田　慧 （アリアス）

芽野　真伍 （アリアス）

C3 原　俊輔 （さくらSSC）
6ゲームノーアド 木下　幸 （さくらSSC）

男子Ｃ級 C級 5.6コート E1 E2 E3 E4 E5 勝 負

5.6コート E1 高橋　直希 （安来高校)

9:00 ＊1-2 ＊3-4 若林　希空 （安来高校)

9:50 ＊1-5 ＊2-4 E2 朝山　靖俊 （安来高校）

10:40 ＊2-3 ＊4-5 細田　柊太郎 （安来高校）

11:30 ＊1-3 ＊2-5 E3 横田　智紀 （安来高校)

＊1-4 ＊3-5 三谷　希ー （安来高校)

E4 山本　瑛月 （広瀬TC）

6ゲームノーアド 山﨑　琥太郎 （広瀬TC）

E5 安部　皓貴 （さくらSSC)

原　圭輔 （さくらSSC)

女子A級 1コート A級 1コート D1 D2 順位

D１ 内藤　由佳 （５C)

眞鍋　佳奈美 （５C)

D2 長谷川　侑香 （フリー）

6ゲームセミアド 3セット 長谷川　愛 （フリー）

*B級リーグ戦後1.2位、3.4位によるトーナメントを行います



女子C級 7.8コート C級 F1 F2 F3 勝 負 順位
F1 成田　令乃 （安来高校）

9:00 *1-2 糸原　佑里菜 （安来高校）

9:50 *2-3 F2 村上　瑛梨佳 （広瀬TC)

10:40 *1-3 山根　僚子 （広瀬TC)

F3 原　花楓 （さくらSSC)

杉原　晴菜 （さくらSSC)

G1 G2 G3 勝 負 順位

*4-5 G1 山口　梓乃 （安来高校）

*5-6 實重　瑠夏 （安来高校）

*4-6 G2 大草　里菜 （広瀬TC)

横地　真央 （広瀬TC)

6ゲームノーアド G3 宇山　葵心 （さくらSSC)

杉原　結菜 （さくらSSC)

C級リーグ戦後各グループ順位で決定戦を行います


