
受付は受付締切時間までにすませてください。
受付は必ず二人揃ってから行ってください。

雨天等で日程変更の場合は、HPでアップしますのでご確認お願いします。

5月19日(木) ：Ａの部・Ｂの部・Cの部

5月20日(金) ：予備日

・ヨネックスのラケット、シューズ等の販売ブースが出店します。

・コートが空き次第、試打ラケットを体験できます。

・エントリーしてない方（男性も可）の体験も可能です。

①熱や咳、だるさ等ある方は、参加の自粛、会場への来場はご遠慮願います。 

②三密(密閉・密集・密接)の回避、手洗い・アルコール等による手指消毒、咳エチケット、

休憩時にはマスク着用の徹底と社会的距離を確保いただくようお願いします。 

③試合中のマスク及びフェイスマスクの着用は可としますが、酸欠や熱中症の危険を

各自で判断し、無理のない範囲で使用して下さい。

９：２０

＜協賛：ヨネックス＞

＜新型コロナウイルス感染防止予防の徹底＞

９：２０

選手全員

受付締切
時間

赤坂、鈴木、山澤

松村

※役員は８：２０集合

足利市総合運動場テニスコート（11面）

担当者

競技運営

順位別リーグの決勝まで予定しています。

コート

順位別リーグの決勝まで予定しています。

選手全員

第40回　足利レディーステニス大会（2022年度）
  足利テニス協会

試合進行予定表

コート

※役員は８：２０集合

受付締切
時間

担当者

競技運営

足利市総合運動場テニスコート（11面）

赤坂、鈴木、山澤

松村



１） 出場者は、受付締切時間までに受付をすませてください。
時間は厳格に行ないます（Ｗ．Ｏ．に注意してください）。
※選手の変更について
当日のメンバー変更は可能です。その場合、受付時に申し出てください。
尚、その場合はリーグは結果に関わらず最下位となります。
また、最下位リーグでの試合も全試合できますが結果は全て敗退となります。

２） 予定変更の場合は、ホームページに掲示します。必ず、ご確認ください。

３） 試合方法：　全て、６ゲーム先取ノー・アドバンテージ方式です。

◆予選リーグ戦後、順位別リーグ戦を行います。

リーグ戦試合順
４チーム ３チーム

2-3 1-3
1-4 2-3
2-4 1-2
1-3
3-4
1-2

※状況により、試合方法を変更する場合があります。

４） 試合は全てセルフジャッジとします。
試合中「けいれん」等のための処理時間はとれません。「けいれん」等のため試合を中断した場合、
そのプレイヤーは棄権となります。

５） 試合前の練習は、初戦のみサービス６本としてください。

６） 試合ボールについて
使用球：ヨネックス
３組・４組の各リーグに４球を１番上の組に渡しますので、初戦でニューボールを使用して下さい。
リーグ終了後本部へ返却してください。

７） 試合が終わったら、次の試合に入らないチームが、速やかに本部まで結果報告して下さい。

８） 試合規程は、日本テニス協会本年度規程によります。
ただし、Ｔシャツの着用等、一部ローカルルールを採用します。
※ セルフジャッジのため、フットフォルトに充分注意してください。
① 会場内にはゴミ箱の設置がありませんので、各自持ち帰るようにお願いします。
② スポーツ保険に加入の上、試合にご参加ください。

９） 大会への問合せは、
taikai.ashikaga.tennis@gmail.com　 までお願いします。
競技運営委員会の携帯：０９０－６１７５－４２７０ (宮澤)でも対応しています。

大会注意事項

mailto:taikai.ashikaga.tennis@gmail.com


＜コート割　予定＞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cの部

Ａ１（１－３） Ａ２（１－３） Ａ３（１－３） B１（１－３） B２（１－３） Ｂ３（２－３） Ｂ３（１－４） Ｃ（２－３）

Ａ１（２－３） Ａ２（２－３） Ａ３（２－３） B１（２－３） B２（２－３） Ｂ３（２－４） Ｂ３（１－３） Ｃ（１－４）

Ａ１（１－２） Ａ２（１－２） Ａ３（１－２） B１（１－２） B２（１－２） Ｂ３（３－４） Ｂ３（１－２） Ｃ（２－４）

Ｃ（１－３）

Ａの１位　（１－３） Aの２位　（１－３） Aの３位　（１－３） Ｂの１位　（１－３） Ｂの２位　（１－３） Ｂの３位（２－３） Ｂの３位（１－４） Ｃ（３－４）

Ａの１位　（２－３） Aの２位　（２－３） Aの3位　（２－３） Ｂの１位　（２－３） Ｂの２位　（２－３） Ｂの３位（２－４） Ｂの３位（１－３） Ｃ（１－２）

Aの１位　（１－２） Aの２位　（１－２） Aの３位　（１－２） Ｂの１位　（１－２） Ｂの２位　（１－２） Ｂの３位（３－４） Ｂの３位（１－２） 試打コート

・予選リーグ、順位別リーグともに６ゲーム先取ノーアドバンテージ
・サービスは初戦のみサービス６本。予選の初戦はニューボールを使う。
・コートは１～８番コートを使用。９～１１は当日の予備コートとして使用する。

Ａの部本戦

Ａの部予選 Bの部予選 予備コート

Bの部本戦



第40回　足利レディーステニス大会（Ａの部・予選リーグ）

◆Ａ１ 試合順：１－３，２－３，１－２

久住　真里子 小高　直子 斎藤　喜美子

柊木　卓子 春山　理枝子 大谷　康子

久住　真里子 ラヴオール

柊木　卓子 ラヴオール

小高　直子 ラベンダー

春山　理枝子 足利みなみ

斎藤　喜美子 ふぇぶれす

大谷　康子 足利みなみ

◆Ａ２ 試合順：１－３，２－３，１－２

若山　里美 阿部　加代子 重松　千恵子

安藤　純子 鈴木　貴子 青木　香乃

若山　里美 足利ローン

安藤　純子 足利ローン

阿部　加代子 足利みなみ

鈴木　貴子 ラヴオール

重松　千恵子 エースアカデミー

青木　香乃 ＲＩＺＵ

◆Ａ３ 試合順：１－３，２－３，１－２

中山　由美子 田巻　明日美 佐山　幸子

高橋　文子 赤坂　小百合 飯塚　朋美

中山　由美子 チームFUJI

高橋　文子 チームFUJI

田巻　明日美 足利ローン

赤坂　小百合 足利みなみ

佐山　幸子 ラヴオール

飯塚　朋美 足利みなみ

6

所属

リーグ戦結果

勝敗数 順位

勝敗数 順位

5

9

8

7

No 氏名

No 氏名 所属

リーグ戦結果

4

2022年5月19日

足利テニス協会

No 氏名 所属 勝敗数 順位

リーグ戦結果

1

2

3



第40回　足利レディーステニス大会（Bの部・予選リーグ）

◆B１ 試合順：１－３，２－３，１－２

中村　すゑ 斎田　京子 山口　千春

筒井　裕美 牛窪　まさ子 神部　惠子

中村　すゑ エースアカデミー

筒井　裕美 フリー

斎田　京子 足利みなみ

牛窪　まさ子 サンデー

山口　千春 フレッシュ

神部　惠子 フレッシュ

◆B２ 試合順：１－３，２－３，１－２

鶴貝　桂子 小松原　博子 藤川　厚子

木内　桂子 田島　章子 玉井　恵津子

鶴貝　桂子 足利みなみ

木内　桂子 足利みなみ

小松原　博子 ラヴオール

田島　章子 足利ローン

藤川　厚子 みかも山

玉井　恵津子 みかも山

◆B３ 試合順：２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２

中三川　俊香 世取山　優美 椎名　麻差子 山澤　美穂乃

桜井　るり子 小林　優子 田中　文子 堀原　暢子

中三川　俊香 サンデー

桜井　るり子 フリー

世取山　優美 足利みなみ

小林　優子 足利みなみ

椎名　麻差子 フレッシュ

田中　文子 フレッシュ

山澤　美穂乃 足利ローン

堀原　暢子 ラヴオール
10

順位

勝敗数 順位

リーグ戦結果

リーグ戦結果

9

8

7

No 氏名 所属

6

5

4

勝敗数No 氏名 所属

2

3

足利テニス協会

2022年5月19日

No 氏名 所属

1

勝敗数 順位

リーグ戦結果



第40回　足利レディーステニス大会（Ｃの部）

◆C１ 試合順：２－３、１－４、２－４、１－３、３－４、１－２

宮沢　美代子 作田　佳子 井野　玲子 山室　惠子

岡島　はつ子 秋草　志保 松浦　葉子 中村　美幸

宮沢　美代子 足利ローン

岡島　はつ子 足利ローン

作田　佳子 足利ローン

秋草　志保 足利ローン

井野　玲子 フリー

松浦　葉子 フリー

山室　惠子 フリー

中村　美幸 フリー
4

3

2

1

足利テニス協会

2022年5月19日

No 氏名 所属

リーグ戦結果

勝敗数 順位


