
第４７回奈良市テニス選手権大会 
【壮年男女シングルス（４５歳以上の部・６０歳以上男子の部）】 

                                          主 催  奈良市テニス協会 

                        日 程  ２０２２年１０月３０日(日) 

１１月３日(木・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   辻 哲志 

副審判長  島田慎二 

委 員   浅井和典    伊藤茂樹  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 

清原佑介  櫻井太郎  宮代 豊  辻 勇 

 

日程表 

日

程 
１０月３０日（日） １１月３日（木・祝） 

壮

年

男

子 

ロート鴻池コート ７面 

９：００  １R  ２〜２３ 

９：３０  １R ２４〜２９  

      ２R  １ 

１０：００ ２R  ３０ 

ロート鴻池コート  ７面  

９：００ 残り試合全員 

 

初日が雨で順延になった場合は、３日の日程で

行う。 

60

以

上

男

子 

 

１０：３０ １R ２～１２ 

１１：００ １R １４～２６   

１１：３０ ２R １、８、１３ 

１２：００ ２R  ２０.２７ 

 

 

９：００ 残り試合全員 

 

初日が雨で順延になった場合は、３日の日程で

行う。 

壮

年

女

子 

 

１２：３０ 全員   

 

９：００ 残り試合全員 

 

初日が雨で順延になった場合は、３日の日程で

行う 

役

員 
○ 辻  島田 ○ 辻  島田 

 



試 合 規 定                    壮年男女・60 以上男子シングルス 

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 に変更が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、女子はリーグ戦、他はトーナメント方式とし、全て６ゲーム先取（５－５の後ラストゲーム）とする。 

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、次のポイントのサーブ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、又は初戦の敗者の希望者を対象に６ゲーム先取で練習マッチを行う。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途中で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。 

※ 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。 



壮年男子シングルス45歳以上

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

壮年男子シングルス60歳以上

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

第47回奈良市テニス選手権大会壮年男女シングルス
2022年10月30日（日）、予備日11月3日（祝木）  ロート鴻池テニスコート

[1] 1 御宮知敬範 (MTP) 16 岡田実 (MTP)

松木信之 (テニスラウンジ)

3 巽英一郎 (Nフレンズ) 18 山川健次 (インターナショナル)

2 福山雅之 (奈良国) 17

足立賢剛 (アニモ)

5 服部好志 (秋篠TC) 20 大原章 (てにすもん)

4 山本学 (YTA) 19

小瀧弘正 (YTA)

7 平井敬人 (FSP) 22 小野貴裕 (すかっど)

6 三澤新一郎 (アニモ) 21

砂邊康之 (バディーズ)

9 井上慎治 (秋篠川) 24 太野垣成人 (バディーズ)

8 鎌田健一 (奈良国) 23

福本哲也 (奈良国)

11 辻井正利 (MTP) 26 佐藤昭博 (チームK)

10 熊谷慎也 (YTA) 25

後藤章 (アニモ)

13 赤津憲生 (コスパあやめ池) 28 中田雅支 (FSP)

12 佐々木勤 (FSP) 27

F

[1] 1 島川秀樹 (奈良国)

山田俊明 (オズ)

15 大馬崎友彦 (バディーズ) [2] 30 秋本諭 (コスパあやめ池)

14 金子圭介 (ITC) 29

14 清水良則 (アニモ)

2 中田雅支 (FSP) 15 関川卓司 (奈良国)

3 山崎昌三 (チームF) 16 秋岡勝哉 (ダイヤモンド)

乕谷篤 (佐保山)

5 吉川圭次郎 (富雄同) 18 柏木隆宏 (チームK)

4 奥田雅博 (YTA) 17

藤本明彦 (テニスラウンジ)

7 鎌倉勇 (チームK) [3] 20 谷博文 (チームF)

6 辻本幸則 (秋篠TC) 19

中川信博 (インターナショナル)

9 武田重敏 (プールサイド) 22 小川俊樹 (すかっど)

[4] 8 菊谷司 (DMGMORI) 21

田口保人 (オズ)

11 森本恵次 (ダイヤモンド) 24 畑谷昌告 (YTA)

10 金野宜夫 (奈良国) 23

[2] 27 高橋時春 (チームK)

F

永井健一 (バディーズ)

13 阪本紀和 (FSP) 26 江藤修二 (アニモ)

12 吉野博俊 (YTA) 25



第４７回　奈良市テニス選手権大会

宮前加奈子
（コスパ）

宮本容子
（奈良国）

曽和恵
（YTA）

谷口しげみ
（奈良国）

福本京子
（佐保山）

勝敗 順位

１　　宮前加奈子
（コスパ）

２　　宮本容子
（奈良国）

３　　曽和恵
（YTA）

４　　谷口しげみ
（奈良国）

５　　福本京子
（佐保山）

※　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

２０２２年10月30日(日)、11月３日（木祝）
 ロート鴻池テニスコート

壮年女子シングルス


