
9/15（日）普及委員会開催　「F・Sリーグ (シングルス)」

集合時刻
※１Ｒの方は、９:１５集合です。
※２Ｒ以降の方は、試合時刻の２０分前集合です。

試合時刻

山川義博 (T-Forest) 小川政仁 (楽打会) 太田玲子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 稲葉雅美 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 斉藤京子 (樹里TC) 鈴木恵美子 笹川和代 (ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｹｯﾄ) 田邊真理子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 向井裕子 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 進藤智子 (楽打会) 平田隆行 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 五十嵐清二 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 宮本秀明 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 古山義隆 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

坂口吉彦 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 片山修 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 若月美子 (ｆｉｔ) 吉田いずみ (KAZAMA-TA) 本間薫 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 長尾美奈 (ｆｉｔ) 大川博美 (ｆｉｔ) 二宮登美子 (ｆｉｔ) 久保田幸子 (西蒲区ﾃﾆｽ協会) 川崎幸子 (ｆｉｔ) 真鍋隆仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 草間公英 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 伊藤忠祐 (ｆｉｔ) 橋本功一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)

今村孝雄 (ササキＴＣ) 遠藤優一 (ｃｒｅｓｃ.) 藪正樹 (ｉｎｏ) 小林克之 (Vintons'B.T.C) 島倉基 (てにんちゅ) 斎藤清彦 (早朝TC) 大竹 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 樋口和美 (ｆｉｔ) 村上恵美 (ササキＴＣ) 遠藤法子 (婦人テニス) 出構末乃 (婦人テニス) 片野奈美 (てにきち) 板谷越芳子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 小林秋子 (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS)

高橋和也 (てにきち) 清水裕太 (アップルＳＣ) 梨本岳雄 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 槙口健一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 長谷川潤也 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 池原正仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 早川晃史 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 西尾佳代子 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 丸山純香 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小川美晴 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 松原涼子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 関口真名美 (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 伊藤いずみ (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 保科ゆかり (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ)

山川義博 (T-Forest) 坂口吉彦 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 向井裕子 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 久保田幸子 (西蒲区ﾃﾆｽ協会) 田邊真理子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 松原清仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 赤石俊通 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 広瀬大悟 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小林哲 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 市橋誠 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 鏑木宏尚 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 竹内剛 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 中川璃子 (新大歯学部硬式庭球部) 藤村恵美子 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟)

藤井好治 (ｃｒｅｓｃ.) 小川政仁 (楽打会) 川崎幸子 (ｆｉｔ) 進藤智子 (楽打会) 太田玲子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 竹内保雄 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 筒井賢太 (信楽園病院TC) 梅本博文 (ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟) 進藤弘 (楽打会) 川口達哉 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 川野光興 (ササキＴＣ) 山川隆一 (ｆｉｔ) 中田さとこ (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS) 宮川直子 (婦人テニス)

今村孝雄 (ササキＴＣ) 遠藤優一 (ｃｒｅｓｃ.) 高橋和也 (てにきち) 樋口和美 (ｆｉｔ) 西尾佳代子 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 平田隆行 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 五十嵐清二 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 宮本秀明 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 古山義隆 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 小林克之 (Vintons'B.T.C) 真鍋隆仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 大竹 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 早川晃史 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 稲葉雅美 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)

清水裕太 (アップルＳＣ) 梨本岳雄 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 藪正樹 (ｉｎｏ) 丸山純香 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 村上恵美 (ササキＴＣ) 草間公英 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 伊藤忠祐 (ｆｉｔ) 橋本功一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 槙口健一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 長谷川潤也 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 斎藤清彦 (早朝TC) 池原正仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 島倉基 (てにんちゅ) 松原涼子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)

松原清仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 赤石俊通 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 広瀬大悟 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小林哲 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 市橋誠 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 鏑木宏尚 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 川野光興 (ササキＴＣ) 片山修 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 藤井好治 (ｃｒｅｓｃ.) 斎藤京子 (樹里TC) 太田玲子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 鈴木恵美子 笹川和代 (ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｹｯﾄ) 吉田いずみ (KAZAMA-TA)

山川隆一 (ｆｉｔ) 川口達哉 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 進藤弘 (楽打会) 梅本博文 (ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟) 竹内剛 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 筒井賢太 (信楽園病院TC) 竹内保雄 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 坂口吉彦 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小川政仁 (楽打会) 大川博美 (ｆｉｔ) 長尾美奈 (ｆｉｔ) 本間薫 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 二宮登美子 (ｆｉｔ) 若月美子 (ｆｉｔ)

丸山純香 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 久保田幸子 (西蒲区ﾃﾆｽ協会) 遠藤法子 (婦人テニス) 出構末乃 (婦人テニス) 片野奈美 (てにきち) 板谷越芳子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 小林秋子 (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS) 中川璃子 (新大歯学部硬式庭球部 藤村恵美子 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 今村孝雄 (ササキＴＣ) 遠藤優一 (ｃｒｅｓｃ.) 高橋和也 (てにきち) 長谷川潤也 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 伊藤忠祐 (ｆｉｔ)

進藤智子 (楽打会) 川崎幸子 (ｆｉｔ) 中田さとこ (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS) 保科ゆかり (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 宮川直子 (婦人テニス) 関口真名美 (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 伊藤いずみ (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 松原涼子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小川美晴 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 梨本岳雄 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 藪正樹 (ｉｎｏ) 清水裕太 (アップルＳＣ) 大竹 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 池原正仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)

樋口和美 (ｆｉｔ) 丸山純香 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 山川義博 (T-Forest) 坂口吉彦 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 真鍋隆仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 橋本功一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小林克之 (Vintons'B.T.C) 島倉基 (てにんちゅ) 斎藤清彦 (早朝TC) 五十嵐清二 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｨｽﾞ) 太田玲子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 稲葉雅美 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 斉藤京子 (樹里TC) 笹川和代 (ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｹｯﾄ)

村上恵美 (ササキＴＣ) 西尾佳代子 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 片山修 (ﾌｪﾛｰｽﾞＴＣ) 藤井好治 (ｃｒｅｓｃ.) 早川晃史 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 伊藤忠祐 (ｆｉｔ) 古山義隆 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 槙口健一 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 草間公英 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 真鍋隆仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 片野奈美 (てにきち) 大川博美 (ｆｉｔ) 長尾美奈 (ｆｉｔ) 若月美子 (ｆｉｔ)

鈴木恵美子 本間薫 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 松原清仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 赤石俊通 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 広瀬大吾 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小林哲 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 池原正仁 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 鏑木宏尚 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 竹内剛 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 遠藤法子 (婦人テニス) 出構末乃 (婦人テニス) 片野奈美 (てにきち) 板谷越芳子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 小林秋子 (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS)

田邊真理子 (ｴﾙﾚｯｾTC) 吉田いずみ (KAZAMA-TA) 進藤弘 (楽打会) 梅本博文 (ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟) 筒井賢太 (信楽園病院TC) 山川隆一 (ｆｉｔ) 川野光興 (ササキＴＣ) 竹内保雄 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 川口達哉 (OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 保科ゆかり (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 伊藤いずみ (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 中田さとこ (ｼﾞｬﾝﾎﾞITS) 松原涼子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 小川美晴 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)

藤村恵美子 (ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟) 二宮登美子 (ｆｉｔ) 中川璃子 (新大歯学部硬式庭球部)

関口真名美 (ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ) 太田玲子 (ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 宮川直子 (婦人テニス)

６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）又はタイム制（４５分）とします。　インターバル（選手入替）は５分となりますのでスムーズに入れ替えを行ってください。
４５分以内に終了した場合は、その試合は終了となります。（時間までゲームをしていただいて結構です）
４５分経過した時点で、リードしている方が勝者となります。
上部の名前の方がボールを取りに行き、勝者が本部まで結果報告してください。
得点板は上部の名前の方が赤を使用してください。
練習は1人サーブ２本です。
ラッキールーザーの受付は9：00とします。
試合内容を変更する場合があります。
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