
主　催

開催日

会　場

試合開始時間

種　目

　本大会に関する問合せ先

　　　　伊勢テニス協会　　北村憲一　　０９０－３５８０－５１１４

その他

　＊天候不良の場合＊

　大会開催・順延の決定は現地にて行います。

　必ず受付時間までに大会会場に集合し大会本部まで出席の届けを行って下さい。

　*注意＊①順延決定までに出席の届がないペアは順延の場合DEFとします。

　　　　　　 ②２０日に順延の場合はシングルスと同時開催のため試合形式の変更を行います。

　＊決勝トーナメント３位までのペアには副賞を授与します＊

　＊コンソレ2位・3位トーナメント優勝ペアには副賞を授与します＊

　＊ゴミは各自で必ず持ち帰りして下さい＊

　レフェリー　：　中村彰宏　　　アシスタントレフェリー　：　北村憲一　：　新井　進

試合方法

　［予選］：ブロック別リーグ戦

　［決勝］：各ブロック1位による決勝トーナメント（3位決定戦を行います）

　［コンソレ］：各ブロック2位によるトーナメント

　［コンソレ］：各ブロック3位によるトーナメント

　＊[予選]：[決勝］：[コンソレ]とも１セットマッチ（６－６タイブレーク）で行います＊

　＊[決勝］：[コンソレ]の組合せは抽選にて決定します＊

　＊但し、天候・試合進行により変更する場合があります＊

受付時間

　９：００コール　：　男子全ブロック１・２番　：　女子全ブロック１・２番

　９：３０コール　：　男子全ブロック3番　：　女子全ブロック3番

　８：３０から受付を開始しますのでコール時間の１０分前までに本部に出席の届を行って下さい。

　受付の際に本部に掲示してある大会に関する注意事項を必ず確認して下さい。

　男子ダブルス　：　女子ダブルス

平成24年度　伊勢オープンテニス大会（ダブルス）について

　伊勢テニス協会

　平成２４年５月１３日（日） 予備日：平成２４年５月２０日（日）

　伊勢市営テニスコート　１～１２番コート（１２面全面使用）

　９：００より試合を開始します。



中渡登志子 原　澄子 高村弘子 坂本正文 中村彰宏 大西宏明

濱口淑美 森本明美 吉田奈央 河村信之 白井　博 新井　進

中渡登志子 DYNAMITE 坂本正文 DYNAMITE

濱口淑美 DYNAMITE 河村信之 DYNAMITE

原　澄子
尾鷲ファミリーテニ

スクラブ 中村彰宏 伊勢テニスクラブ

森本明美
尾鷲ファミリーテニ

スクラブ 白井　博 伊勢テニスクラブ

高村弘子 KATSU  T.C 大西宏明 コートメイト

吉田奈央 KATSU  T.C 新井　進 メッツ

伊藤雅子 南　倫子 川北仁美 大西利明 河上年見 岩下和矢

大田明子 村木依子 濱口容子 北村憲一 石井廣幸 坂本　凌

伊藤雅子 三重GTC 大西利明 コートメイト

大田明子 KATSU  T.C 北村憲一 コートメイト

南　倫子 プリンス 河上年見 サンライズ

村木依子 プリンス 石井廣幸 安本ＰＴＳ

川北仁美 アクシズ 岩下和矢 フリー

濱口容子 アクシズ 坂本　凌 フリー

橋川容子 濱口真里奈 中井茉里 沖林昇吾 中村光希 西村剛文

高山真美 中村あすか 西野理恵 森　達城 堀田雄聖 春木基一

橋川容子 プリンス 沖林昇吾 Ｇｏｏｄ　Ｆｅｅｌｉｎｇ

高山真美 プリンス 森　達城 ＪＳＲ

濱口真里奈 皇學館中学校 中村光希 皇學館中学校

中村あすか 皇學館中学校 堀田雄聖 皇學館中学校

中井茉里 アクシズ 西村剛文 コートメイト

西野理恵 アクシズ 春木基一 コートメイト

世古口昌子 杉本久美子 永島明美 朴　慶樹 中村明彦 中山晋一

中島久代 三村好子 山中真子 大谷拓矢 西尾幸典 平賀幸三

世古口昌子 伊勢テニスクラブ 朴　慶樹 海星高校

中島久代 アクシズ 大谷拓矢 KATSU  T.C

杉本久美子 KATSU T.C 中村明彦 ドリームチーム

三村好子 さわやか 西尾幸典 アクシズ

永島明美 プリンス 中山晋一 コートメイト

山中真子 プリンス 平賀幸三 コートメイト

杉本真理子 瀧川恵美 佐藤和子 谷川　厚 高橋昌宏 中西清人

谷口万里子 山口瑠美 松田苗美 大田利光 加藤真也 河村博年

杉本真理子 プリンス 谷川　厚 三菱化学

谷口万里子 プリンス 大田利光 DYNAMITE

瀧川恵美 ドリームチーム 高橋昌宏 KATSU  T.C

山口瑠美 ドリームチーム 加藤真也 KATSU  T.C

佐藤和子 サンライズ 中西清人 伊勢テニスクラブ

松田苗美 サンライズ 河村博年 伊勢テニスクラブ

田邉ゆかり 中川育子 松岡由香

岡田啓子 森下みさほ 田中一都子

田邉ゆかり サンライズ

岡田啓子 サンライズ

中川育子 プリンス

森下みさほ プリンス

松岡由香 煉瓦

田中一都子 煉瓦

磯田由紀子 川口郁代 柴田智子
森畠真弓 中場妃佐子 松本和美

磯田由紀子 コートメイト

森畠真弓 コートメイト

川口郁代
尾鷲ファミリーテニ

スクラブ

中場妃佐子
尾鷲ファミリーテニ

スクラブ

柴田智子 サンライズ

松本和美 サンライズ
3

女子Gﾌﾞﾛｯｸ

1

2
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女子Ｆﾌﾞﾛｯｸ

1
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女子Ｅﾌﾞﾛｯｸ 男子Ｅﾌﾞﾛｯｸ

1 1

3 3

2 2

女子Ｄﾌﾞﾛｯｸ 男子Ｄﾌﾞﾛｯｸ

1 1

3 3

2 2

女子Ｃﾌﾞﾛｯｸ 男子Ｃﾌﾞﾛｯｸ

1 1

3 3

2 2

女子Ｂﾌﾞﾛｯｸ 男子Ｂﾌﾞﾛｯｸ

1 1

3 3

2 2

伊勢オープン女子予選リーグ 伊勢オープン男子予選リーグ

女子Ａﾌﾞﾛｯｸ 男子Ａﾌﾞﾛｯｸ

1 1


