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大会諸注意	 

	 

	 

1 大会運営を滞りなく進行するために主催団体役員と競技参加者は以下の項目内容
を熟読確認し大会に備えることとする。	 

2 選手は奈良県テニス協会ホーム頁で大会日程・ドローの確認を行う。	 
3 大会当日、選手は定刻までに会場受付に出席を届ける。その際、定刻に遅れれば失
格となる。出席を届けた後、選手は試合のできる状態で待機し、大会運営からの指

示を待つ。	 

4 悪天候などによる大会実施判断は現地で行う。試合・日程の変更・順延が起こる場
合は奈良県テニス協会ホーム頁に掲載する。	 

5 出場選手の変更は認めない。	 
6 大会種目に重複出場の選手は大会運営の進行に協力する。運営本部は支障をきたさ
ない範囲の試合を考慮するが、一般男子 A・B 級の重複では A 級を優先して試合を

進める。	 

7 服装は習慣的に認められているﾃﾆｽｳｴｱ、ﾃﾆｽ専用ｼｭｰｽﾞを着用する。ｳｵｰﾑｱｯﾌﾟ時に限
定されたｳｴｱは試合には着用できない。商標ロゴは JTA ﾄｰﾅﾒﾝﾄ規則に準拠する。	 

8 ﾎﾞｰﾙはﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄ(黄)を使用する。	 
9 試合前のｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟはｻｰﾋﾞｽ 4 本のみ。	 
10 選手はｳｵｰﾑｱｯﾌﾟの後、すみやかに試合を行う。試合の勝敗が決まれば、勝者がその
結果をｽｺｱに記入、使用ボールと共に大会本部に提出し、確認を受ける。	 

11 男子 A 級および女子のシングルス、ダブルスはショートセット。他の種目は 8 ｹﾞｰﾑ
ﾌﾟﾛｾｯﾄ（8 ｹﾞｰﾑｽｵｰﾙでﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）、ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞｽｺｱﾘﾝｸﾞ方式とする。	 

12 本大会でのショートセットの試合方法は以下のように決める。 

1) 勝敗を 3 セットで決める。1 セット 4 ゲームとする。2 セット取れば勝者となる。 

2) 相手より 2 ゲーム以上離して先に 4 ゲーム取った選手がそのセットの勝者となる。 

3) 3 ゲームオールになれば、タイブレーク(7 ポイント)を行う。4) セットスコアが 1 セットオ

ールになった時は、そこでタイブレーク(10 ポイント)を行い最終セットの代わりとする。相

手より2ポイント以上離して先に 10ポイント取った方がこのマッチタイブレーク方式の勝者

となり、同時に、この試合の勝者となる。	 

13 試合中の事故のために怪我をした場合、試合中断は 3 分以内、一度のみ認める。	 
14 審判はｾﾙﾌｼﾞｬｯｼﾞとし、試合中のﾄﾗﾌﾞﾙはｺｰﾄﾚﾌｪﾘ-か、ﾚﾌｪﾘ-により処理する。	 
15 本大会は以下の選考を兼ねる。	 
A) 西日本ﾃﾆｽ選手権・県予選	 
B) 国体ﾃﾆｽ県代表選手	 
C) 全日本都市対抗ﾃﾆｽ	 
D) ダンロップスリクソントーナメント関西決勝大会奈良県予選	 

16 大会は日本ﾃﾆｽ協会規則に準じて行う。	 
以上	 



大会日程表 時間に間違いのないように参加してください。

試合進行状況により要項記載 * の日に順延することがあります。

3/14 (土) 3/１5 (日) 4/5 (日) 4/18 (土)

永冨 垣谷 湯浅 大植 永冨 垣谷 永冨 前橋

別所 杉江 大西 湯浅 杉江 別所 小林

湯浅 末光 前橋 松村 上内 湯浅 大植

大西 大植 小林 大西 末光 大西

大植

1:30 全員集合

45歳以上男子

9:00 ドロー番号
３から３２

明8

9:00 ドロー番号
３から３２

10:30 ドロー番
号1

10:30 ドロー番
号1

明24 明16 明24

シ
ン
グ
ル
ス

ダ
ブ
ル
ス

11:30 全員集合

10:30 ドロー番
号 3,4,7,8 9,10,
13,14

9:00 全員集合

10:00 ドロー番
号 1,5,8,9,16,17,
20,24,25, 28,32

11:30 ドロー番
号1,16

45歳以上女子

55歳以上男子

9:00 ドロー番号
３から３２

65歳以上男子

9:00 ドロー番号
３から８

女子

11:00 ドロー番
号3から14

11:00 ドロー番
号 1,5,12,16

10:30 ドロー番
号1

試合種目

9:00 ドロー番号
3,4,11,12,13,14,
21,22,29,30

ロービング
アンパイア

45歳以上女子

9:00 ドロー番号
３から８

男子A級
10:30 ドロー番
号1

12:00 全員集合

10:30 全員集合女子

男子B級

10:０0 ドロー番
号1

45歳以上男子

55歳以上男子

男子B級

男子A級



男子A級シングルス(31) 奈良県テニス選手権

32 黒木 紳太郎 ハードボール

⑤-⑧

③-④

⑤-⑧

②

30 生田 ダニエル MTF

31 苧木 健司 PROGRESS

28 中野 孝亮 TS奈良

29 佐藤 創太 YELL

26 橋本 浩至 南都銀行

27 上司 唱生 ＭＴＰ学R

24 黒田 壮悟 ユニーク

25 出原 義洋 コスパあやめ池

22 坂田 郁夫 ベアーズ

23 山村 栄一朗 ニッタ

20 譲尾 建吾 ﾀﾞｲﾔ

21 貴田 裕介 YELL

18 松本 光平 ル-セント

19 香川 千洋 ジェイテクト

SF F

17 平野 裕大 F.T.C

4 横山 直紀 TN-21

① 1 佐藤 薫 YELL

1R 2R

3 西垣 毅優 TS奈良

3R

2 bye

6 窪之内 悠志 TS奈良

5 片平 尭之 シャープ

⑤-⑧ 8 西村 厚祐 わんむ

7 中村 隆文 学インタナショナル

10 眞城 悠希 TS奈良

③-④ 9 中園 康平 NGTC

12 緒方 昂一 コスパあやめ池

11 木俣 健 YELL

14 山門 祐輝 YELL

13 奥本 健太郎 ダイヤ

⑤-⑧ 16 守山 善郎 TS奈良

15 福居 直樹 シャープ



男子B級シングルス(45) 奈良県テニス選手権

63 bye

64 秋本 諭 ル-セント

61 守屋 優日 上牧町L

62 新井 佑太朗 TN-21

59 bye

60 高井田 悠歩 YELL

57 渡邉 直樹 スネ-クピット

58 bye

55 bye

56 大野木 康裕 わんむ

53 野阪 興 パボラ

54 上岡 春太 YELL

51 木原 大樹 MSS橿原

52 矢部 光 F.T.C

49 金澤 友祐 チ-ムファミリ

50 bye

31 bye

32 関根 栄知 ル-セント

29 檜垣 渉 矢田山

30 山本 浩司 スネ-クピット

27 金井 隆弘 上牧町L

28 河戸 州 TS奈良

25 大鹿 康造 シャ-プ

26 bye

23 bye

24 荒井 健太郎 ル-セント

21 川瀧 貴大 ｽﾈｰｸﾋﾟｯﾄ

22 鈴木 紫音 ハ-ドボ-ル

19 平野 恒雄 PROGRESS

20 木村 拓馬 MSS橿原

17 松木 信之 TS奈良

18 bye

1 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

1R 2R 3R SF F

33 高田 浩太郎 YELL

SF 3R 2R 1R

2 bye 34 bye

4 井久保 公太 YELL 36 木村 隆浩

3 クリス　P ゲラ わんむ 35 木下 龍世

bye

5 田中 啓介 MTF 37 今西 雅則

40 植田 康徳 MTF

6 bye 38 北 祐人

7 bye 39

9 松本 大輝 ル-セント 41 小祝 岳夫 シャ-プ

8 中辻 稜 吉野スポ-ツ

10 bye 42 bye

11 安藤 裕之 43 bye

12 林 浩伸 飛鳥イン 44 清水 龍一 ハ-ドボ-ル

13 小幡 俊祐 ジェイテクト 45 日下 司郎 MTF

14 永井 貴士 46 松田 卓也

15 bye 47 bye

ニッタ

ジェイテクト16 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド 48 野々口 裕三

バナナスポ-ツ

シャ-プ

飛鳥イン

わんむ

シャ-プ

ハ-ドボ-ル



45歳以上男子シングルス(17) 奈良県テニス選手権

TS奈良 ②⑤-⑧ 16 河合 靖弘 TS奈良 32 神田 寛之

15 bye 31 bye

14 bye 30 bye

13 岡田 博文 秋篠 29 加藤 正隆 ジェイテクト

12 井上 貴智 TN-21 28 後藤 章 TN-21

11 bye 27 bye

10 bye 26 bye

わんむ ③-④

③-④ 9 岡本 剛 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 25 山田 等 MTF

8 豊田 俊資 TN-21 24 西脇 信和

7 bye 23 bye

6 bye 22 bye

5 谷口 伸一 PROGRESS 21 田ノ上 克明 TN-21

4 御宮知 敬範 ＭＴＰ学R 20 香川 弘毅 ジェイテクト

3 成瀬 賢一 TS奈良 19 bye

3R

17 見米 裕二

SF F

シャ-プ ⑤-⑧

2 bye 18 bye

SF 3R 2R 1R

① 1 荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

1R 2R



55歳以上男子シングルス(17) 奈良県テニス選手権

奈良国 ②⑤-⑧ 16 豊川 吉史 TN-21 32 島川 秀樹

15 bye 31 bye

14 bye 30 bye

13 藤本 明彦 TS奈良 29 山本 肇 上牧町L

12 松原 健 ジェイテクト 28 山田 勝徳 浜口PTC

11 bye 27 bye

10 bye 26 bye

秋篠 ③-④

③-④ 9 高橋 時春 わんむ 25 森本 彰一 飛鳥イン ⑤-⑧

⑤-⑧ 8 菊谷 司 青丹よし 24 辻本 幸則

7 bye 23 bye

6 bye 22 bye

5 中田 雅支 FSP 21 山本 哲司 ＡＮ

4 岸本 潔 MTF 20 栗原 照仁 TN-21

3 三住 忍 MTP学R 19 bye

2 bye 18 bye

SF2R 3R

17 中村 朗 ⑤-⑧

F SF 3R 2R 1R

① 1 中西 明仁 ＡＮ

1R

浜口PTC



65歳以上男子シングルス(7) 奈良県テニス選手権

3 平井 敬人 飛鳥イン 7 高木 廣

4 関川 卓司 奈良国

乕谷 篤 佐保山

大西 正信5

ジェイテクト

エール8 小室 茂夫

6

1R SF F SF 1R

奈良国1 上田 全克 エール

2 bye



女子シングルス(9) 奈良県テニス選手権

F

Ｏ's

③

②

14 bye

15 bye

16 奥谷 梨那

12

13 豊田 陽菜 TN-21

9 布村 日菜 ル-セント

10 bye

11 bye

8 松永 佳恋 ロングウッド奈良

今井 雪乃 トスアップ

7 bye

6 bye

4 小坂 莉來 Ｏ's

5 前田 明音 YELL

2 bye

3 福居 詩織 ハ-ドボ-ル

SF

① 1 中村 天音 ダイヤ

1R 2R



45歳以上女子シングルス(5) 奈良県テニス選手権

1R SF

2 bye

① 1 森花 治美 矢田山

4 宮前 加奈子 コスパあやめ池

3 香川 美行 ジェイテクト

6 bye

5 三浦 麻美 ＭＴＰ学R

F SF 1R

②8 岡本 直子 TN-21

7 bye



男子A級ダブルス(21) 奈良県テニス選手権

窪之内 悠志 TS奈良

西垣 毅優 TS奈良

加藤 訓寛 PROGRESS

加藤 武和 PROGRESS

中村 隆文 学園前インタナショナル

古守 一貴 学園前インタナショナル

和田 龍樹 F.T.C

原田 直也 F.T.C

眞城 悠希 TS奈良

佐藤 薫 エール

黒田 岳志 TS奈良

黒木 紳太郎 ハ-ドボ-ル

譲尾 建吾 ﾀﾞｲﾔ

安住 佑樹 ﾀﾞｲﾔ

大鹿 康造 シャープ

藤田 公彦 シャープ

及川 武志 まほろば

中園 康平 NGTC

山門 祐輝 YELL

青戸 大志 YELL

守山 善郎 TS奈良

中野 孝亮 TS奈良

西村 厚祐 わんむ

山本 侑資 わんむ

生田 ダニエル MTF

前川 達也 MTF

黒田 壮悟 ユニーク

福島 拓 ユニーク

平野 裕大 F.T.C

南 和範 F.T.C

井口 航輝 ハ-ドボ-ル

安田 貴博 ハ-ドボ-ル

石田 勇介 サンヒル柏原

瀧川 譲二 ラブオール

八木 優征 ダイヤ

奥本 健太郎 ダイヤ

坂田 郁夫 ベアーズ

貴田 裕介 YELL

上野 雅史 シャープ

永久 哲三 シャープ

大坪 勇人 ルーセント

荒堀 竜喜 ルーセント

14

10 bye

12

13

⑤-⑧ 16

15 bye

bye

4

③-④ 9

11

⑤-⑧ 8

bye

3

5

6 bye

7

1R 2R 3R SF F

① 1

2

32

⑤-⑧

③-④

⑤-⑧

②

27 bye

28

31 bye

23 bye

24

25

26 bye

bye

20

21

22

29

30

17

18 bye

19



男子B級ダブルス(32) 奈良県テニス選手権

神崎 庸輔 シャープ 中村 洸太 TS奈良

安藤 裕之 シャープ 明城 純一 TS奈良

吉田 晃章 TGK 三浦 秀仁 ヒラノテクシ-ド

岸本 和也 ＭＴＦ 北條 敏史 ヒラノテクシ-ド

平野 恒雄 PROGRESS 金井 隆弘 上牧町L

飯田 和宏 PROGRESS 高林 優輝 ジェイテクト

守屋 優日 上牧町L 福西 淳司 F.T.C

木下 龍世 バナナスポ-ツ 秋井 一輝 F.T.C

小幡 俊祐 ジェイテクト 安達 亮平 シャープ

澤井 徹郎 ジェイテクト 小林 龍生 シャープ

野崎 省二 MTF 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

植田 康徳 MTF 小倉 彬豊 ヒラノテクシ-ド

中村 渡弘 シャープ 水田 大輔 ＭＴＰ学R

岡部 達 シャープ 松岡 健太 ＭＴＰ学R

長嶋 広幸 ヒラノテクシ-ド 豊田 俊資 TN-21

池本 寿清 ヒラノテクシ-ド 谷口 伸一 PROGRESS

川端 恵太郎 TN-21 日下 司郎 MTF

奥井 太一 TN-21 板井 正宏 MTF

泉 真一 TS奈良 福居 直樹 シャープ

太田 啓一 TS奈良 北 祐人 シャープ

松田 卓也 ニッタ 林 浩伸 飛鳥イン

山村 栄一郎 ニッタ 木村 隆浩 飛鳥イン

中辻 稜 吉野スポーツ 野々口 裕三 ジェイテクト

清水 龍一 ハードボール 浅野 且威 ジェイテクト

津田 直人 F.T.C 橋本 浩至 南都銀行

木本 英志 ベアーズ 花村 僚太 南都銀行

関根 栄知 ルーセント 中辻 隆泰 ルーセント

荒井 健太郎 ルーセント 山口 晃弘 ルーセント

鈴木 紫音 ハードボール 田中 啓介 MTF

植田 真也 ハードボール 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド

長野 宇宙 まほろば 中 公宏 新庄

後田 稔 まほろば 堀田 晋也 新庄

4

5

6

7

21

15

11

12

13

14

16

SF

8

1

1R 2R

3

3R

2

3R 2R 1RSF F

17

18

19

20

23

24

26

27

28

29

30

9

10

22

25

32

31



45歳以上男子ダブルス(12) 奈良県テニス選手権

佐々木 博 ルーセント 吉中 寛 上牧町L

神田 寛之 TS奈良 植田 幸雄 上牧町L

森岡 保夫 MTF

山田 等 MTF

吉村 忍 高田ア-バン

宮田 俊博 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

山本 寛二 TN-21 井上 貴智 TN-21

木下 慎太郎 TN-21 田ノ上 克明 TN-21

幸田 芳和 TN-21 西脇 信和 わんむ

大馬崎 友彦 飛鳥イン 三角 吉輝 MTF

竹下 員広 TN-21

石田 一哉 ルーセント

井上 親一 MTF

下吹越 敏郎 MTF

山本 肇 上牧町L 河合 靖弘 TS奈良

平岡 孝一 上牧町L 荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

F２R ２R

4 12

SF 1R1R SF

bye

9

5

10

113

1

13

14bye6

8

①

157

②

③-④

③-④

2 bye

16

bye



55歳以上男子ダブルス(7) 奈良県テニス選手権

平井 敬人 飛鳥イン 太田 好祐 FSP

中村 朗 浜口PTC 尾崎 勝彦 FSP

栗原 照仁 TN-21

近藤 憲司 MTF

杉本 毅 わんむ 岡野 正治 わんむ

柏木 隆宏 わんむ 辻田 陽至 わんむ

谷 博文 TN-21 藤井 孝弘 高田ア-バン

南 庸吉 チ-ムファミリ 豊川 吉史 TN-21

①

1R F

②

3 7

4 8

SF

1 5

③-④2 bye 6

SF 1R



女子ダブルス(14) 奈良県テニス選手権

住友 理沙 ルーセント

布村 日菜 ルーセント

坂井 真子 TN-21

植田 幸 香芝イン

森 理紗 シャープ

木下 美知 シャープ

津崎 由美子 ルーセント

弓渓 ひろみ ハードボール

谷本 奈那 TGK

岡本 恵美子 TGK

岩瀬 つね子 ダイヤ

石川 千紗都 ルーセント

福居 詩織 ハードボール

坂江 美空 ハードボール

稲葉 奈津子 シャープ

堤 千明 シャープ

谷川 真由 ハードボール

岡山 海恵 ハードボール

岡本 直子 TN-21

日下 昌美 香芝イン

松岡 恵里 奈良国

木平 真梨奈 奈良国

出原 令子 アンビシャス

神山 佳織 ルーセント

木村 明子 シャープ

鳥居 茉生 シャープ

中園 玉穂 ﾀﾞｲﾔ

佐藤 万峰 ルーセント

14

③-④

②

bye

16

15

9

7

10

11

12

13

2 bye

3

1R ２R

8

① 1

SF

③-④ 5

6

4

F



45歳以上女子ダブルス(16) 奈良県テニス選手権

赤松 京子 矢田山 清水 くるみ 奈良国

森花 治美 矢田山 中西 祥代 奈良国

馬場 泰子 上牧町L 広瀬 幸代 トスアップ

下川 京子 上牧町L 今井 真理 トスアップ

中嶋 明美 コスパあやめ池 渡邊 裕子 香芝イン

清水 直美 コスパあやめ池 木本 慶子 Ｏ's

原 恵 飛鳥イン 犬嶋 智美 PROGRESS

米田 三保子 TN-21 田ノ上 知津 TN-21

山田 さやか 飛鳥イン 上内 真琴 ルーセント

石井 宏枝 飛鳥イン 木村 恵 ルーセント

伊田 泰代 学園前L 柴田 秀美 矢田山

村井 美穂子 学園前L 山口 正江 TS奈良

小川 陽子 ハードボール 三浦 麻美 MTP学R

池田 友子 TN-21 宮前 加奈子 コスパあやめ池

家藤 綾美 ダイヤ 三枝 美和 ダイヤ

吉江 裕美 奈良国 神内 恵子 生駒レディ-ス
②

7 15

8 16

③-④

③-④ 5 13

6 14

3 11

4 12

1R

① 1 9

2 10

1R ２R SF F SF ２R




