
〈一般の部・リーグ戦〉

1 2 3 勝敗 順位

佐藤　悦子 ROSSO

橘内　　悠 ROSSO

有我　直子 あさかファミール

五十嵐美穂 富田TC

福本　晴美 さつき

遠藤　　祥 さわやか

試合順序　　2-3、1-3、1-2

〈40歳以上の部・リーグ戦〉

1 2 3 勝敗 順位

二瓶　浩美 コムデフィユ

穐本　春代 相馬マリンズ

阿部　恵子 星和TC

山田　多恵 南相馬TC

樋口　千春 保原ТC

湯田美菜子 二本松ТC

試合順序　　2-3、1-3、1-2

〈50歳以上の部・リーグ戦〉

1 2 3 4 5 勝敗 順位

坂本ひろみ QOO

永塚　清美 ガットTC

佐久間悦子 さつき

草苅まゆみ コムデフィユ

坂本美穂子 いわきNTC

竹野　礼子 丸善商事

石井　里美 つばさ

菅野　久子 二本松TC

吉田　　薫 保原ТC

鈴木　和美 さつき

試合順序　　2-5、3-4　　1-3、4-5　　2-4、1-5　　1-2、3-5　　1-4、2-3

〈55歳以上の部・リーグ戦〉

1 2 3 4 勝敗 順位

坂井美智代 ROSSO

大室　光子 保原TC

佐久間英子 GASCTT

隅木　睦子 GASCTT

山頭　美文 南相馬TC

小林美歌子 南相馬TC

三坂恵利子 相馬マリンズ

早川三知子 相馬マリンズ

　 試合順序　　1-2、3-4　　1-3、2-4　　1-4、2-3　　

〈60歳以上の部・リーグ戦〉

1 2 3 勝敗 順位

上遠野和恵 ｅｎｊｏｙ

酒井ヨシイ GASCTT

斎藤久美子 spec!!

髙木　典子 セレッソ

波多野洋子 あさかファミール

鈴木ささよ B.B

試合順序　　2-3、1-3、1-2
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武正 八重子

小泉 弘子

大塚 由弥子

大会委員 遠藤 純子 上遠野和恵 酒井ヨシイ 星野 浩美 伊藤 公子

菅野 久子 小林 梨恵 高橋 勝美 木暮真由美 飛田るみ子

ディレクター 山田 多恵 アシスタントディレクター 松下 洋子

レフェリー 阿部 恵子 アシスタントレフェリー 飛田るみ子

競技委員 早川三知子 児玉 向代 穐本 春代 武山 康 小畑 強子

 

◎ 試合は、予選・本戦ともに１タイブレークセットマッチです。

◎ 試合は、すべてセルフジャッジで行います。

◎ 試合前の練習はサービス６本です。

◎ 進行は、オーダーオブプレーで行います。

◎ ボールは番号の若い方が本部へとりに来てください。

◎ 試合の結果は、勝者が使用したボールとともに本部に報告してください。

◎ 試合が続く場合のレストは、最大１０分とします。

◎ 大会期間中における負傷・事故等については応急処置をとりますが、

 他については一切の責任は負いません。

◎ この大会は、「テニスルールブック ２０２１」に準じて行います。

◎ 天候その他により、内容を変更する場合があります。

◎ 本大会は、９月２５（土）・２６日（日）宮城県で開催される

第35回東北レディース県別団体テニス対抗戦の選考会とします。

◎ ６０歳以上の部の２位・３位のペアは、１０月１日（金）宮城県で開催される

第１４回南東北３県対抗戦の代表となります。



コート使用

8:20 開場 1 2 3 4 5 6
8:25 プラクティスコート 坂井美智代

前半 大室 光子

山頭 美文 三坂恵利子 佐久間英子 樋口 千春 二瓶 浩美 阿部 恵子

8:30 受付開始 小林美歌子 早川三知子 隅木 睦子 湯田美菜子 穐本 春代 山田 多恵

8:40 プラクティスコート 上遠野和恵 斎藤久美子 波多野洋子 坂本ひろみ 吉田  薫

後半 酒井ヨシイ 髙木 典子 鈴木ささよ 永塚 清美 鈴木 和美

8:50 受付終了 福本 晴美 有我 直子 佐藤 悦子 坂本美穂子 佐久間悦子 石井 里美

8:55 練習終了 遠藤  祥 五十嵐美穂 橘内  悠 竹野 礼子 草苅まゆみ 菅野 久子

9:00 開会式

  1 2 3 4 5 6   

9:15 試合開始 一般の部 50歳以上 50歳以上 55歳以上 40歳以上 60歳以上

2-3 2-5 3-4 1-2 2-3 2-3

 2試合目以降変更の場合有 一般の部 50歳以上 50歳以上 55歳以上 40歳以上 60歳以上

 1-3 4-5 1-3 3-4 1-3 1-3

 一般の部 50歳以上 50歳以上 55歳以上 55歳以上 60歳以上

 1-2 2-4 1-5 1-3 2-4 1-2

 40歳以上 50歳以上 50歳以上 55歳以上 55歳以上    

  1-2 1-2 3-5 1-4 2-3    

 50歳以上 50歳以上   

14:00 終了予定 1-4 2-3   

＊更衣室の利用はできますが、大変狭く密になりやすい場所ですので、

 速やかな退室をお願いします。






