
JFTP500女子団体/JFTP250男シングルス
2017.8.15(火)＠ルーセント八尾

●　JFTP500女子団体は４チーム総当たり。１セットマッチデュースあり６−６タイブレーク。１−１ペア変えスーパータイブレーク。スーパータイブレは1セット/1ゲームカウント。
●　JFTP250男子シングルスは、９人を３人ずつのリーグに分けて総当たり戦後、１・２・３位リーグを実施。全て６ゲーム先取ノーアド5-5タイブレーク。
●　試合前の練習はサービス練習のみ。各サイド２本ずつ。
●　優勝チーム及び優勝者には賞品を贈呈します。
●　参加賞はかき氷やテニスグッズなどを御用意しています。

◆女子団体◆ ※勝敗・セット・ゲーム・直接対決の順

寄せなべ ammy ウィンブルゾン with B クッキー 勝敗 セット ゲーム 順位

寄せなべ
安居院・水間 ⑥-3 竹村・奥 安居院・水間 ⑥-0 武部・巽 安居院・水間 3-⑥ 清水・羽田

2-1 2長岡・虫賀 0-⑥ 大鳥・木内 長岡・虫賀 5-⑦ 西本・梶野 長岡・虫賀 1-⑥ 藤井・由上
安居院・虫賀 ⑩-5 竹村・大鳥 安居院・虫賀 ⑩-1 巽・西本

ammy
竹村・奥 3-⑥ 安居院・水間 大鳥・木内 ⑥-4 巽・武部 大鳥・木内 ⑥-3 清水・羽田

1-2 3大鳥・木内 ⑥-0 長岡・虫賀 竹村・奥 ⑥-2 西本・梶野 竹村・奥 2-⑥ 藤井・由上
竹村・大鳥 5-⑩ 安居院・虫賀 奥・木内 8-⑩ 藤井・清水

ウィンブルゾン with B
武部・巽 0-⑥ 安居院・水間 巽・武部 4-⑥ 木内・大鳥 西本・梶野 4-⑥ 清水・羽田

0-3 4西本・梶野 ⑦-5 虫賀・長岡 西本・梶野 2-⑥ 竹村・奥 武部・巽 1-⑥ 由上・藤井
巽・西本 1-⑩ 安居院・虫賀

クッキー
清水・羽田 ⑥-３ 安居院・水間 清水・羽田 3-⑥ 木内・大鳥 清水・羽田 ⑥-4 西本・梶野

3-0 1藤井・由上 ⑥-１ 長岡・虫賀 藤井・由上 ⑥-2 竹村・奥 由上・藤井 ⑥-1 武部・巽
藤井・清水 ⑩-8 奥・木内

◆男子シングルス◆
予選Aリーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位 予選Bリーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位

①　丸岩 雄治 ⑥-４ ⑥-０ ２-０ 1 ①　伊東 展希 ⑥-１ ⑥-１ ２-０ 1
②　大楽 慎太郎 ４-⑥ ⑥-５(3) １-１ 2 ②　駒田 直紀 １-⑥ ４-⑥ ０-２ 3
③　前田 誠治 ０-⑥ (3)５-⑥ ０-２ 3 ③　三反田 達昭 １-⑥ ⑥ー４ １-１ 2

予選Cリーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位 予選１位リーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位
①　遠城寺 悠 ⑥-５(3) ４-⑥ １-１ 2 ①　丸岩 雄治 ⑥-２ ２-⑥ １-１ ±０ 優勝
②　室垣 宏之 (3)5ー⑥ ２-⑥ ０-２ 3 ②　伊東 展希 ２-⑥ ⑥-１ １-１ ＋１ 準優勝
③　伊吹 太一 ⑥ー４ ⑥-２ ２-０ 1 ③　伊吹 太一 ⑥-２ １-⑥ １-１ -1 第３位

丸岩＆伊東両者同意による決勝戦を行い、６-２で丸岩選手が優勝
予選２位リーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位 予選３位リーグ ① ② ③ 勝敗 ゲーム 順位

①　大楽 慎太郎 ⑥-１ (4)5ー⑥ １-１ ＋４ 第４位 ①　前田 誠治 ２-⑥ ３-⑥ ０-２ 第９位
②　三反田 達昭 １-⑥ ⑥ー5(3) １-１ -4 第６位 ②　駒田 直紀 ⑥-２ ２-⑥ １-１ 第８位
③　遠城寺 悠 ⑥ー5(4) (3)5ー⑥ １-１ ±０ 第５位 ③　室垣 宏之 ⑥-３ ⑥-２ ２-０ 第７位

◆女子団体メンバー◆ ◆男シングルスメンバー◆
優勝 準優勝 第３位 第４位
クッキー よせなべ ammy ウィルブルゾンwithB 丸岩 雄治 優勝 大楽 慎太郎 第４位 室垣 宏之 第７位
藤井 朋美 安院居 裕美子 竹村 愛実 西本 直美 伊東 展希 準優勝 遠城寺 悠 第５位 駒田 直紀 第８位
由上 響子 水間 陽子 奥 晃与 武部 麻美 伊吹 太一 第３位 三反田 逹昭 第６位 前田 誠治 第９位
羽田 佳子 虫賀 友美 木内 真依子 巽 愛
清水 路恵 長岡 彩香 大鳥 有希子 梶野 千夏


