
11月25日① 11月25日③ 11月26日①

11月25日① 11月26日② 11月25日④

11月25日③ 11月26日② 11月25日②

11月26日① 11月25日④ 11月25日②

■ 試合方式

３セットマッチ・ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク（ノーアドバンテージ）

■ 順位の決定

① 完了試合数の多い選手を上位とする。

ノーショウ、ウィズドロー、リタイアをした試合は完了試合とならない。

ただしその相手選手は完了試合となる。

② 勝率の高い選手を上位とする。

③ ２選手が同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者。

④ ３選手が同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。

（1） 全試合での取得セット率が高い選手が上位。

（2） （1）が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高い選手が上位。

⑤ ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて０とする。

⑥ けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝ったとして

ゲーム数を記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録する。

■ スケジュール（試合進行）

・ 基本、上記ドローに記載している試合進行（日程）といたしますが、天候等のやむを得な

い事情により、日程・試合進行等を変更する場合がございます。

・ 各選手は前日に発表するオーダーオブプレーを必ずご確認ください。

■ 表彰

優勝・準優勝・３位を表彰いたします。

テニス競技　リハーサル大会
３０歳以上：女子シングルス

髙田　加陽子

TS-書写

 

三神　麻奈未

フリー

大西　香

MK　Garden.Noah

完了
勝敗 順位

会場：ブルボンビーンズドーム

本戦

大西　香

MK　Garden.Noah

三神　麻奈未

フリー

上地　祐子

 

試合

髙田　加陽子

TS-書写

上地　祐子



11月25日① 11月25日③ 11月26日①

11月25日① 11月26日② 11月25日④

11月25日③ 11月26日② 11月25日②

11月26日① 11月25日④ 11月25日②

■ 試合方式

３セットマッチ・ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク（ノーアドバンテージ）

■ 順位の決定

① 完了試合数の多い選手を上位とする。

ノーショウ、ウィズドロー、リタイアをした試合は完了試合とならない。

ただしその相手選手は完了試合となる。

② 勝率の高い選手を上位とする。

③ ２選手が同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者。

④ ３選手が同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。

（1） 全試合での取得セット率が高い選手が上位。

（2） （1）が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高い選手が上位。

⑤ ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて０とする。

⑥ けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝ったとして

ゲーム数を記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録する。

■ スケジュール（試合進行）

・ 基本、上記ドローに記載している試合進行（日程）といたしますが、天候等のやむを得な

い事情により、日程・試合進行等を変更する場合がございます。

・ 各選手は前日に発表するオーダーオブプレーを必ずご確認ください。

■ 表彰

優勝・準優勝・３位を表彰いたします。

完了
勝敗 順位

試合

会場：ブルボンビーンズドーム

大友　弘子

茨木テニスクラブ

鈴木　賢美

Trantotte

Cloud　Kissing

二神　史知

TEAM　MARS

茨木テニスクラブ

坂口　佐代子

テニス競技　リハーサル大会
女子シングルス ： ４０歳以上

本戦
坂口　佐代子 二神　史知 鈴木　賢美 大友　弘子

Cloud　Kissing TEAM　MARS Trantotte



11月25日① 11月25日③ 11月26日①

11月25日① 11月26日② 11月25日④

11月25日③ 11月26日② 11月25日②

11月26日① 11月25日④ 11月25日②

11月26日

11月25日① 11月25日②

11月25日① 11月25日③

11月25日② 11月25日③

■ 試合方式
・ 予選： ６ゲーム先取ノーアドバンテージスコアリング方式
・ 本戦： ３セットマッチ・ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク（ノーアドバンテージ）

■ 予選順位の決定
① 完了試合数の多い選手を上位とする。

ノーショウ、ウィズドロー、リタイアをした試合は完了試合とならない。
ただしその相手選手は完了試合となる。

② 勝率の高い選手を上位とする。
③ ２選手が同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者。
④ ３選手が同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。

（1） 全試合での取得セット率が高い選手が上位。
（2） （1）が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高い選手が上位。

⑤ ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて０とする。
⑥ けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝ったとしてゲーム数を

記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録する。
■ スケジュール（試合進行）

・ 基本、上記ドローに記載している試合進行（日程）といたしますが、天候等のやむを得ない事情によ
り、日程・試合進行等を変更する場合がございます。

・ 各選手は前日に発表するオーダーオブプレーを必ずご確認ください。
■ 表彰

優勝・準優勝・３位を表彰いたします。

櫻井　りか

TASU-club

土山’S

富久保　尚美

　

TASU-club 試合

岡田　洋司子

予選
白神　圭子 丸尾　理子 鈴木　玲子 平石　寿美代 完了

会場：ブルボンビーンズドーム

ミント

平石　寿美代

予選
岡田　洋司子 富久保　尚美 櫻井　りか 完了

勝敗 順位
土山’S 　

丸尾　理子

EST

鈴木　玲子

相模原グリーンテニスクラブ

【本戦】
イーストフィールド

テニス競技　リハーサル大会
女子シングルス ： ５０歳以上

イーストフィールド EST 相模原グリーンテニスクラブ ミント
勝敗 順位

試合

白神　圭子



11月25日① 11月25日③ 11月26日①

11月25日① 11月26日② 11月25日④

11月25日③ 11月26日② 11月25日②

11月26日① 11月25日④ 11月25日②

■ 試合方式

３セットマッチ・ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク（ノーアドバンテージ）

■ 順位の決定

① 完了試合数の多い選手を上位とする。

ノーショウ、ウィズドロー、リタイアをした試合は完了試合とならない。

ただしその相手選手は完了試合となる。

② 勝率の高い選手を上位とする。

③ ２選手が同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者。

④ ３選手が同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。

（1） 全試合での取得セット率が高い選手が上位。

（2） （1）が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高い選手が上位。

⑤ ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて０とする。

⑥ けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝ったとして

ゲーム数を記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録する。

■ スケジュール（試合進行）

・ 基本、上記ドローに記載している試合進行（日程）といたしますが、天候等のやむを得な

い事情により、日程・試合進行等を変更する場合がございます。

・ 各選手は前日に発表するオーダーオブプレーを必ずご確認ください。

■ 表彰

優勝・準優勝・３位を表彰いたします。

完了
勝敗 順位

試合

会場：アオノテニスクラブ

末岐　裕子

Classy

築地　深雪

石山テニスクラブ

TS-書写

長沼　由紀子

味の素

Classy

西畑　裕子

テニス競技　リハーサル大会
女子シングルス ： ５５歳以上

本戦
西畑　裕子 長沼　由紀子 築地　深雪 末岐　裕子

TS-書写 味の素 石山テニスクラブ


