
第４７回奈良市テニス選手権大会 
【一般 男・女シングルスの部】 

                                                     主 催  奈良市テニス協会 

                        日 程  ２０２２年１１月２０日(日） 

１１月２３日(水・祝) 

場所  ロート鴻池コート 

       

大会役員   

会 長   松村英生 

副会長   森 成蹊  

委員長   石橋敏夫 

副委員長  高見美恵子 

審判長   浅井和典   

副審判長  伊藤茂樹 

委 員   島田慎二  阪本紀和 

  堀内 邦  新見和美  山﨑淳美  尾崎勝彦  綿民英子 

 岩佐武則  永冨 隆  西田智之  松浦佳奈恵  佐脇瑞恵 

辻 哲志  清原佑介  櫻井太郎  宮代 豊  辻 勇 

 

日程表 

日

程 
１１月２０日（日） １１月２３日（水・祝） 

男

子 

ロート鴻池コート ７面 

９：００  １Ｒ ２～４４ 

９：３０  ２Ｒ １～２３ 

１０：００ ２Ｒ ２４～４５ 

 

ロート鴻池コート  ７面  

９：００ 残り試合全員 

 

２０日が雨で順延になった場合は、２０日の日

程で行う。 

 

 

女

子 

ロート鴻池コート ７面 

 

１０：３０ 全員 

 

ロート鴻池コート  ７面  

９：００ 残り試合全員 

 

２０日が雨で順延になった場合は、２０日の日

程で行う。 

 

  

役

員 
○ 浅井 伊藤 ○ 浅井 伊藤 

 

 

 

 



試 合 規 定                          一般男女シングルス 

１． 出場選手は、定刻（日程表に記載）までに試合の出来る状態で来場し、本部まで届けること。 遅れ

た場合は、いかなる理由でも失格とする。 

       ２．天候不順等で大会開催要項記載事項等の変更をすることがある。 

当日の天候がはっきりしないときは、HP にアップされるまでは、定刻に来場し現地にて確かめること。 

  ３．試合の進行は、オーダーオブプレイによる。 絶えず本部前にて、進行表を確認すること。 

控え①の選手は、本部で試合球を受取り（若い番号の選手が）、直ちに指定されたコートの近くで、試

合が行える状態で待機すること。前の試合が終了したら、すぐにコートに入り、対戦相手を確認して試

合を始めること。 

  ４．試合方法は、男子はトーナメント方式とし、６ゲーム先取（５－５の後ラストゲーム）とする。女子はリー

グ戦を６ゲーム先取で行う。 

５．各試合は、セルフジャッジ試合とする。 

６．ウォーミングアップはサービス４本とする。 

７．各ゲームのジュースは、ノーアドバンテージ方式で、サイドは、レシーバー側が選択する。 

  ８．各試合ともエンドの交替は、９０秒以内、１つのポイントの終了から、次のポイントのボールが打たれ

るまでの時間は、２５秒以内を厳守すること。 

        ９．事故（けが・メガネの破損など）による試合の中断は、１回のみ３分以内とする。ただし，けいれんや、 

足がつる等の中断は認めない。 

 10．試合終了後、勝者はスコアを本部に届け、ボールは敗者に渡すこと。 

 11.１回戦、又は初戦の敗者対象に希望制で６ゲーム先取の練習マッチを行う。 

   ただし、あくまで本選を優先し、天候や時間等の理由により中止、または途中中断する場合もある。 

12．服装は、コート上では、正規のテニスウエアーと、テニスシューズを必ず着用すること。 審判長又は副

審判長が認めた場合は、長ズボンも可。 

13．競技使用球は、ダンロッブ・フォート・イエローを使用する。 

14．試合中の事故による負傷については、応急手当を致しますが、その後の処置については、責任は負

いません。 

15．上記以外は、日本テニス協会規則に準じる。 

16．その他の詳細については、当日役員まで問い合わせること。 

17．奈良市テニス協会の役員はレフリー、アシスタント・レフリーを兼ねる。 

   

＜新型コロナウィルス感染防止のために＞ 

※ 参加選手はもちろんの事、応援の方も当日来場前に検温の上、発熱があった場合は来場を取りやめてく

ださい。（その場合、試合は棄権扱いとなりますが、参加賞のボールはお渡しします。） 

※ 試合後の握手は無しで、ネットを挟んでの挨拶のみとします。 

※ 熱中症対策も大事ですが、試合の時以外は、できるだけマスクの着用をお願いします。 

※ 応援の時、試合待ちの時もできるだけお互いに密な状態にならぬよう気を付けてください。 

 

＊駐車場や,コート周辺でﾎﾞｰﾙを打つことは禁止です。 

＊ 低限のマナーを守り,ゴミなどは各自で必ず持ち帰ってください。 



一般男子シングルス

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

第47回 奈良市テニス選手権大会一般男女シングルスの部
2022年11月20日(土)、予備日11月23日(祝水)  ロート鴻池テニスコート

44 (寺小屋)津崎航平

[2-3] 45 (テニスラウンジ)守山　善郎

42 (トスアップ)紀伊祐介

43 (コスパあやめ池)秋本諭

40 (ロングウッド)渡邉 幹

41 (ふるすいんぐ)竹中武徳

38 (MTP)白根陽介

39 (YTA)本多　雄大

(ふるすいんぐ)山田拓海

37

(すかっど)吉岡樹希

[4] 34 (すかっど)木下龍世

[5-7] 35 (すかっど)吉岡建輝

中田雅支 (FSP)

27

(うっちー)宮本英

33

(アニモ)今井亮30

(テニスラウンジ)甲賀栄貴

31 (MTP)樫山悠人

[5-7] 23 讓尾　建吾 (ムラタファミリー)

24

26

28

21 上田卓司 (ふるすいんぐ)

22 堀内康司 (うっちー)

(テニスラウンジ)内藤　圭吾

32

36

20 西村公毅 (トスアップ)

17 土志田英 (MTP)

18 松木信之 (テニスラウンジ)

19 畑谷　昌告 (YTA)

15 中川竜一 (インターナショナ)

16 長岡良樹 (青垣台)

(ふるすいんぐ)

10

13 生野壯司 (ダイヤモンド)

14 梶本将史 (ふるすいんぐ)

(寺小屋)中野凛一

25 (ふるすいんぐ)吉田隼也

7 伊達研人 (MTP)

5 巽英一郎 (Nフレンズ)

6

(YTA)寺井　智昭

29 (すかっど)北村優多

(ダイヤモンド)松本健志

[1] 1 佐々木博 (寺小屋)

2 小野寺　勝也 (YTA)

本多智貴 (コスパあやめ池)

F

3

眞城瑶士 (テニスラウンジ)4

岡嶋秀器 (ダイヤモンド)

8 矢部光 (テニスラウンジ)

[5-7] 11 酒井　優吉 (ムラタファミリー)

[2-3] 12 貴志夏都 (佐保山)

9 新井佑太朗



第４７回　奈良市テニス選手権大会

1.亀井花暖
（すかっど）

2.高木裕代
（学L）

3.野田晃子
（学L）

4.永田佐与
（テニスラウンジ）

5.山本結久
（ダイヤモンド）

勝敗 順位

1.亀井花暖
（すかっど）

2.高木裕代
（学L）

3.野田晃子
（学L）

4.永田佐与
（テニスラウンジ）

5.山本結久
（ダイヤモンド）

※　試合は総当たりのリーグ戦を6ゲーム先取（５－５でラストゲーム）で行う。

※　各ゲームはノーアドバンテージ方式を採用する。

※　試合順は下記の通りとする。

（１と２、３と４）→ （２と５、１と３）→ （２と４、１と５）→ （３と５、１と４）→ （２と３、４と５）

※　順位は、１，勝利数　２，得失ゲーム数　３，直接対戦の結果　で決定する。これでも決まらない場合は当日役員が協議の上、順位決定方法を考える。

２０２２年11月20日(日)、11月2３日（水祝）

一般女子シングルス


