
集合時間　：　

　 女子ABC級、男子C級は優勝のみ表彰します。

役　　　員　：　レフェリー　　大木戸　聖司　

留 意 点 　：　1.集合時間にはペアが揃って受付をしてください。
　　

　　　必ず、

　　　　　【出雲テニス協会主催大会　新型コロナウイルス感染対策ガイドライン】

　　　にしたがって行動してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 今後の状況次第では大会を中止することもあります。

　　　　　　　　　7.雨天決行とします。

　　　　　　　　　6.若い番号のペアがボールを受け取り、試合の勝者が返却して下さい

　 男子AB級コンソレーションは6ゲーム先取・ノーアドバンテージ方式

　　　　　　　　　一般女子ダブルスABC級

　　　コンソレーションへ参加されない場合は、必ず本部に申し出てください

　　　　　※試合方法は進行状況によって変更する場合があります

　　　　　　　　 10.試合以外の場所でのマスク着用をお願いします。

　　　　　　　　　9.熱中症には十分注意し、水分の補給はこまめに行ってください。

　　　　　　　　　5.試合前の練習はサービス6本とします。

 してください。(長袖・長ズボン可)

　　　　　　　　　3.本部前の掲示に注意してください。（大会運営にご協力お願いします。）

　　　　　　　　　2.オーダーオブプレーにより進行しますので、原則放送はしません。　　

問合せ先　：　長島　清文　　　　TEL:090-2292-0749

：　男子C級はリンク戦後上位2チームにて優勝決定戦を行います。
：　女子ABC級はリーグ及びリンク戦後上位2チームにて優勝決定戦を行います。

：　ドロー表に記載

　　　　　※受付締切時間までに受付を行わなかった場合は棄権とします

審　　　判　:　セルフジャッジ

　　　　　　　　　4.連続して試合を行う場合の休憩は10分以内とします。

試 合 球 　：　ダンロップフォート

サブレフェリー　　　長島　清文

　　　　　　　　　8.服装は清潔でプレーにふさわしいと認められたテニスウェアを着用

　　　　　　　　　　　　　　　　　出雲市テニス大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実施要項

主　　　催　：　出雲市体育協会・出雲テニス協会

後　　　援　：　出雲市

期　　　日　：　令和3年8月1日（日曜日）

運　　　営　：　出雲テニス協会(パワービィー)

表　　　彰　：　男子Ａ級優勝・準優勝、男子B級は優勝・準優勝・ベスト4を表彰します。

会　　　場　：　真幸ヶ丘公園テニスコート（砂入り人口芝コート8面）

種　　　目　：　一般男子ダブルスＡＢC級

試合方法　：　男女ABC級は1セットマッチ・ノーアドバンテージ方式



吉川　拓哉 ReFlex

福谷　悠 ReFlex

錦織　達也 だうんざらいん

靑木　一真 だうんざらいん

鈴木　頼幸 Bomber

鈴木　佑門 Bomber

錦織　克也 だうんざらいん

川上　翼 DAN2

石川　泰丞 出雲北陵中高

土江　裕貴 出雲北陵中高

松岡　祐樹 NEO

渡部　陽也 NEO

榎谷　寿 Team灯

澤田　友樹 Team灯

古田　真拓 風の国TCJr.

小桜　央雅 グリーンベアーズ

佐藤　幸司 とまとTC

嘉藤　元樹 Bomber

鎌田　諭 だうんざらいん
糸賀　直人 だうんざらいん
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　　　　　　出雲市テニス大会

　　　　真幸ヶ丘公園テニスコート

令和3年8月1日
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長島　清文 パワービィー

大木戸　聖司 パワービィー

伊藤　哲也 Bomber

藤江　武弘 Bomber

嘉本　健太 出雲北陵中高

柳楽　大地 出雲北陵中高

竹村　太士 DAN2

藤川　裕司 浜山ＴＣ

森脇　昭紀 Bomber

落合　寿幸 スター精機

芝尾　寛之 パワービィー

小坂　登志男 パワービィー

赤木　竜弥 FOKAS

岡　健司 FOKAS

福田　知徳 出雲高校

奥野　亮太 出雲高校

大塚　翔吾 フリ‐

梶谷　圭一 フリ‐

糸賀　広 パワービィー

今岡　俊和 パワービィー

錦織　謙司 スター精機

林　克信 スター精機

瀬島　潤一 Bomber

安部　裕太 FOKAS
　

森山　登史 Bomber

岩根　勝利 飯南高校

永田　義明 パワービィー

西川　圭祐 パワービィー

武部　翔大 だうんざらいん

古島　宏志 フリー

上田　紘嗣 チームサンデー

志村　和哉 NEO

福代　洋平 DAN2

花田　賢一 とまとTC

桜内　陽平 だうんざらいん

藤江　幸樹 フリー

森脇　信次 平田TC

小林　光夫 DAN2

青木　聡 パワービィー

稲垣　健 パワービィー

日高　徹 フリー

日高　章 フリー

今岡　一美 浜山TC

影山　伸二 DAN2
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　　　　　　　　　　                      出雲市テニス大会

令和3年8月1日

　　　　                        真幸ヶ丘公園テニスコート
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榎谷　幸太 I出雲

森脇　宗近 I出雲

安食　聡 出雲北陵中高

三島　尚悟 出雲北陵中高

安井　健太 フリー

小澤　一善 フリー

坂本　光俊 出雲北陵中高

水谷　駿斗 出雲北陵中高

リンク戦試合順 1.　1-2 2.　3-4 3.　1-4 4.　2-3

順位決定方法

4.　全試合での取得ゲーム率が高いチームを上位とします

リンク戦終了後上位2チームによって優勝戦を行います
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　　　　　　　　　出雲市テニス大会

　　　　  真幸ヶ丘公園テニスコート

令和3年8月1日

2

順位2

2.  勝率の高いチーム

　　　　　　　男子Cクラス(仮)

　　　　集合時間(全員) : 10:00

3.　2チームが同率になった場合は直接対決の勝者



豊田　美香 キティクラブ

原　由美子 平田TC

影山　里桜 出雲西高校

中尾　彩花 出雲西高校

川井　真澄 DAN2

原　英子 スター精機

松原　みどり パワービィー

影山　綾子 パワービィー

長谷川　侑香 NEO

長谷川　愛 NEO

リーグ戦試合順 1.　1-2 2.　3-4 3.　1-5 4.  2-3 5.  4-5

順位決定方法
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2.  勝率の高いチーム

4.　全試合での取得ゲーム率が高いチームを上位とします

リンク戦終了後上位2チームによって優勝戦を行います

5

3.　2チームが同率になった場合は直接対決の勝者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出雲市テニス大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真幸ヶ丘公園テニスコート

 集合時間  :  No.5:11:00、 その他全員 :10:30

1.　完了試合の多いチーム

　女子Aクラス(仮)

令和3年8月1日



岩谷　亜美 大社高校

花田　夏希 大社高校

木村　かおり フリー

坂田　こず恵 フリー

森山　智望 飯南高校

片地　ことの 飯南高校

　

上田　詩乃 飯南高校

安部　千桜 飯南高校

中村　すみこ 三瓶クラブ

佐々木　眞奈美 フリー

石川　結彩 飯南高校

大井　理楽 飯南高校

リーグ戦試合順 1.　1-2 2.　2-3 3.　1-3

1.　4-5 2.　5-6 3.　4-6

順位決定方法

 集合時間 : No1・2: 10:30   、  No3: 11:00 

 集合時間 : No4・5: 10:30   、  No6: 11:00

3.　2チームが同率になった場合は直接対決の勝者
4.　全試合での取得ゲーム率が高いチームを上位とします

リーグ戦終了後各ブロック1位の2チームによって優勝戦を行います

Aブロック

順位 

Bブロック

順位Bブロック 4 5 6
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1.　完了試合の多いチーム
2.  勝率の高いチーム
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3 完了試合
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Aブロック

勝敗

1 2

　　　　　　　　　　　　　　　出雲市テニス大会

令和3年8月1日

　　　　　　　　　　　真幸ヶ丘公園テニスコート

　女子Bクラス(仮)



日野坪　明希 出雲北陵中高

藤井　鈴奈 出雲北陵中高

板垣　希歩 飯南高校

藤原　由芽 飯南高校

靑木　瑠那 大社高校

宇越　萌香 大社高校

　

兼本　ひかり 大社高校

栗栖　柚果 大社高校

田中　美那 出雲北陵中高

間島　美月 出雲北陵中高

高尾　愛理 飯南高校

村重　遥香 飯南高校

三原　心彩 出雲西高校

石飛　結菜 出雲西高校

リーグ戦試合順 1.　1-2 2.　2-3 3.　1-3

リンク戦試合順 1.　4-5 2.　6-7 3.　4-7 4.　5-6

順位決定方法

3.　2チームが同率になった場合は直接対決の勝者

勝敗Bブロック

Bブロック2

Bブロック1

リーグ戦及びリンク戦終了後Bブロック上位2チームによって準決勝戦を行いその後優勝決定戦を行います

Aブロック

4.　全試合での取得ゲーム率が高いチームを上位とします
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 集合時間 : No1・2: 10:30   、  No3: 11:00 

 集合時間(全員) :10:30 

　　　　　　　　　　　　　　　出雲市テニス大会

令和3年8月1日

　　　　　　　　　　　真幸ヶ丘公園テニスコート

　女子Cクラス(仮)
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