
第　９　回　　　ルール講習会
第　１２　回　初　級　者　団　体　戦

記　録主　催　： 大阪市テニス協会
後　援　： 大阪府テニス協会
会　場　： ITC靭テニスセンター西園
期　日　： 令和３年３月７日〈日） 　＊雨天の場合講習会は開催。試合は中止。

試　合　規　定 各チームより２名講習会出席厳守

1．試合は５ゲーム先取、　ノーアドバンテージ、を採用します。
　　女子、男子、ミックスダブルスの順番で行います。
　　試合は、８チームのトーナメント (打ち切り無し）
　　また、初戦敗退チームは、コンソレーションあり。
２．審判はセルフジャッジとします。
３．試合前のウォーミングアップは初戦のみサーブ４本のみとします。
４．集合時間　：　定刻の１５分前までに、本部まで出席を届けてください。
５．ボールはダンロップ STイエローを使用します。
６．服装は清潔で礼儀正しい習慣的に認められているテニスウエアーとします。
　　テニスシューズを使用してください。
７．ルールはJTAルールに従います。
８．ケガなどの応急措置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません。
９．天候その他の理由により、本大会の開催要項を変更する場合があります。
　　雨天の問い合わせ先　：　 当日９：００以降 　前日・当日早朝は決定不可

状況判断して適宜フェイスブック・ツイッターに掲載。
ABグループ現地集合のこと。雨天問い合わせは不可。
０９０－３８４６－３０１２ （西井）

　　 ０９０－３１９７－６３９５ （坂井）まで

試　合　日　程

３月7日（日） 集合時間 ＡＢ 各１～８    ８：４５ までに出席届けてください。
ＣＤ 各１～８  １２：４５ （１１時～受け付けています。）　　　　

追加　：　ＣＤの講習会（９：３０より）参加の方は、９：１５までに代表者が届けを済ませてください。

但し、午前中の試合が雨天中止で早々に決定した場合8：30までにフェイスブック・ツイッターにアップします。

その場合、CDグループの方は昼から試合ができる可能性もありますので、注意のこと。

講習会予定： 　ABは９：３０～　 と変更されます。
　　 　ＣDは11：00～　 と変更されます。

※　９回目のルール講習会です。気楽に聞いていただける講習会です。昨年度より疑問に思っておられること等

　 　どんどん質問してください。　

大　会　会　長 西　井　幸　紀　雄
大　会　副　会　長 荒　木　恒夫　　坂　井　幸　司
大　会　委　員　長 鈴　木　隆　夫
大　会　委　員　 大 阪 市 テ ニ ス 協 会 理 事 一 同
デ　ィ　レ　ク　タ　ー 倉 橋 幸 弘
レ　フ　エ　リ　ー 山本　厚子
アシスタントレフェリー 前 田 啓 二
講習会講師 薮野　容子 (ITF/JTA　公認審判員）

会費は当日持参してください。

エントリーフィー ６，０００円　

交歓団体戦に関しては、当日選手１名の変更は可。

エントリー状況　：　
エントリー数　４１　
2名以上初参加１９，2チームエントリー7より1チームづつ　合計２６　優先
２チームエントリーのところ７チーム＋1名以下エントリー８，その他計15組で抽選。6組決定。
合計32チーム出場



団体戦ドロー

Ａブロック

1R SF F

1. ニューマウンテン獣の呼吸
ニューマウンテン獣の呼吸

30
2. SSC　ブルー

monster
30

3. KIF
monster

w.o.
4. monster

monster A
5. 原チーム

チームフレンズA
21

6. チームフレンズA
TERUJI  ACADEMY

30
7. TERUJI  ACADEMY

TERUJI  ACADEMY
21

8. 7%

Bブロック

9 TEAM ﾏｲｹﾙ
TEAM ﾏｲｹﾙ

21
10 ＮＳ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

井相田チーム
21

11 南森町TC
井相田チーム

21
12 井相田チーム

TTF B21
13 令和ﾚｯﾄﾞ 1

TTF
21

14 TTF
TTF
21

15 となりのトロ鉄火
一生テニス　パート１

30
16 一生テニス　パート１

Cブロック

17 AVANTI
AVANTI

21
18 ＮＴＦＣ

AVANTI
21

19 にのさん
プラネッツＴＣ

21
20 プラネッツＴＣ

Grasshopper C21
21 Stingers

高速同好会
30

22 高速同好会
Grasshopper

21
23 チームCATS

Grasshopper
21

24 Grasshopper

Dブロック

25 ニューマウンテン水の呼吸
ＢＳＢ

21
26 ＢＳＢ

ＢＳＢ

27 チームとりとり
チームとりとり

21
28 一生テニス　パート２

チーム「O・YA・KA・TA」 D30
29 TEAM えみ～ず

チーム「O・YA・KA・TA」
30

30 チーム「O・YA・KA・TA」
チーム「O・YA・KA・TA」

30
31 ﾕﾝｶｰｽ

ﾕﾝｶｰｽ
21

32 Team　アイリス



〇印　Ｂ級

1 2 3 4 5 6 7 8
ニューマウンテン獣の呼吸 SSC　ブルー KIF monster 原チーム チームフレンズA TERUJI  ACADEMY 7%

富田二三幸 ＊山川　健次郎 中村　智仁 〇田口　明彦 広瀬　善久 関 正 川本　輝治 真柄翔

南繁 田辺　博明 榎本　実 梨本　真樹 八木　将純 安田　成志 清水　直樹 岡田昌士

〇西村正明 横山　宏典 大屋　譲 辺見　恒之 原　秀司 市川　由美 末吉　徹也　 ＊森俊雄

西村朋子 〇宮前　智子 〇黒木　有美子 〇板東　しのぶ 岸澤　可乃 辻　真由美 望月　景子 中村千歳

〇南綾子 坂田　優子 西村　有美 江川　惠子 斎坂　名緒子 京井　秀夫 吉田　尊子 足立景子

畠山かおり 櫻井　真由美 平井　潤子 ＊東島　康子 原　陽子 山口　紗十子 川本　愛 河合美鶴

＊個人登録 *プラネッツTC ＊monster

9 10 11 12 13 14 15 16

TEAM ﾏｲｹﾙ ＮＳ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 南森町TC 井相田チーム 令和ﾚｯﾄﾞ 1 TTF となりのトロ鉄火 一生テニス　パート１

金森　哲也 浦中　正路 森茂 西崎　聡 中川　博貴 原田　一義 〇湯谷友章　 〇藤本　順也

中屋　鋭治 宮高　太一 菊地勝己 武田　均 柿澤　洋平 佃　浩伸 江尻宣宏 中瀬　隆行

川人　功治 辻田　正 征録明彦 城　英夫 佐々木　利和 山﨑　信広 大込俊男 生田　ひろし

〇坂口　佐代子 堀　有希子 赤松久理子 寺本　都士子 細谷　由紀 米原　弘美 湯谷知子　 〇船曳　久子

飯島　春香 古谷　光子 吉川園美 岡部　領子 安井　扶季 佃　尚子 大込求実 竹内　房子

加藤　弘美 岩本　典子 中尾佐知子 山本　眞樹子 中尾　尚美 川原　朋子 〇藤田康子 北川　良子

17 18 19 20 21 22 23 24
AVANTI ＮＴＦＣ にのさん プラネッツＴＣ Stingers 高速同好会 チームCATS Grasshopper

井上陽太郎 中永　芳樹 中野雅文 〇嶋田　健二 塩崎公之 長井隆之 佐野　隆 今泉直哉

＊柏谷　恒行 〇尾田　岳志 岩田昭夫 冨岡　正博 谷口毅 西崎光祐 新井　仁士 藤長政徳

〇　田中　勝　　 田中　健介 〇岸本敦彦 中村　雄介 大久保　茂信 松本崇司 竹葉　祐貴 岡田篤二

　村上　淳子 中永　和美 屋江さゆり 〇宮本　しのぶ 中田恭子 佐々木栄子 〇田邊　奈津子 〇岡本智子

天野　真規子 尾田　幸絵 松村有紀子 河野　幸代 辰巳博子 〇南美佐 秋末　けい子 結野　温子

　〇　本多　佳代　　 池田佐知子 岸本康恵 西田　由紀 木本淳 山本奈保子 能田　昌子 松井朋子

＊OT-TENNIS

25 26 27 28 29 30 31 32
ニューマウンテン水の呼吸 ＢＳＢ チームとりとり 一生テニス　パート２ TEAM えみ～ず チーム「O・YA・KA・TA」 ﾕﾝｶｰｽ Team　アイリス

井上賢一 菊永浩司 鳥居彰 〇紺谷　達也 〇山本明弘 坂本 英則 土田健次 中西　正樹

清水直人 〇渡瀬拓哉 小川順士 長森　純一 藤川照之 吉村 栄司 〇上田尚紀 池田　喜一郎

〇樋口博士 折田浩和 溝川　容子 奥野　芳男 ＊吉本幸生 原 清介 合路裕介 能口　久和

横地美由紀 折田寿子 松田三恵子 〇桑木　桂子 塚林雅美 山中 則子 〇北山真弓 青野　和世

〇樋口ゆかり 堤まゆみ 鈴木美恵子　 奥野　範子 藤川まゆみ 井川 早苗 夜久泰子 岸本　真紀

中山佳子 〇樋口真弓 松本 森本　美奈子 松坂美砂 山上 アツヨ 田辺知佐子 伊藤　広美

＊MiSHU



コンソレーション （５ゲーム先取ノーアド）

ＡＢグループ

1 A-２ SSC　ブルー
令和ﾚｯﾄﾞ 1

2 B-１３ 令和ﾚｯﾄﾞ 1 21

3 A-５ 原チーム
となりのトロ鉄火

4 A-１５ となりのトロ鉄火

5 B-１０ ＮＳ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
7%

6 A-8 7% 30

7 B-11 南森町TC
ＮＳ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

8 B-10 ＮＳ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 30

ＣＤグループ

1 D-28 一生テニス　パート２
TEAM えみ～ず

2 D-29 TEAM えみ～ず 21

3 D-32 Team　アイリス
ニューマウンテン水の呼吸

4 D-25 ニューマウンテン水の呼吸 30

1 C-23 チームCATS
チームCATS

2 C-18 ＮＴＦＣ 21

3 C-19 にのさん
Stingers

4 C-31 Stingers 21


