
１. 日程
その１：１０月6日（日）、その２：10月13日（日）　【大会予備日：１０月２7日（日），１１月１0日（日）、１１月１6日（土）】
初日はベスト４までを予定。

２. 試合：　ダブルス３試合（勝敗がついても３試合行う）
　　　　　トーナメント方式
　　　　　６ゲーム先取、ノーアドバンテージルール
　　　　　セルフジャッジ
　　　　　２勝以上したチームが勝ち（登録メンバーが４人いれば、試合は成立する）
　　　　　試合終了後、勝利チームは試合記録とセットボールを大会本部へ速やかに返却する
　　　　　運営はホワイトボードにて行う（各チーム逐次チェックすること）

３. 練習：　試合前の練習はサービス４本のみ
　　　　 通路での練習禁止

４. 参加資格に違反したチームは失格とする（参加資格：団体戦要項に記載）

５. 怪我のないように

試合の進行状況によっては、試合方法を変更して行うことがありますのでご了承ください
（試合のコート移動やコートチェンジ等、試合進行にご協力ください。）

番号 チーム名

(1) 　J-three チェリー 中谷 古賀 石橋 庄 四軒町 井上 坂本 角

(3) 　ワンダッフルズ 池本 清水 角田 辻田 林田 沼田

(4) 　ゴッド マザー 船田 志水 竹島 隅 山岸 幸田 森重 松村

(5) 　チーム❤YDO 池谷 青木 中村 藤田 藤原 吉村

(8) 　スマイリィ 昭和 浅田 乾 岩島 麻坂 清水 田村 今井

(9) 　ノーリミット 松尾 大田 鈴木 入谷 内田 井手 藤井

(12) 　きゅうちゃんず R 定兼 八藤 谷村 高畑 大久保 紀太 若見

(13) 　フェアリー 板井 鈴木 久米 前垣 酒井 佐竹 山室

(16) 　スマイリー J-three 関口 富田 友田 三浦 浅井 野上 尾上 石川

(17) 　桃山ママーズ 坂和 岩口 木村 斉藤 五代 尾形 山城 栗林

(20) 　スマイリィ 令和 花森 川井 山本 小西 中村 小島

(21)   さくら組 桂 山下 竹原 白石 木本 井村 須藤 森岡

(24) 　凸凹フレンズ 丹生谷 大畠 今井 堀 塩山 尾崎 辻 澤田

(25) 　ガティート 高雲 大橋 杉本 北野 瀧口 加藤

(28) 　スマイリィ 大宝 今村 野上 片山 新田 郷原 村山 井田 山科

(29)   GTO ｸﾞﾚｰﾄﾃﾆｽおばちゃん 安茂 香取 仲野 藤木 横地 佐藤

(32)   WEST HILLS 杉田 小林 鈴木 橘 佐野 中川 糸林 池田

(33) 　LUCY 北本 川西 野村 石川 清水 樋上 増田

(36) 　ビックウエンズデー 位坂 上田 奥田 永井 雲財 久保田 中尾 山口

(37) 　こんぺいとう 中田 広田 沼田 福島 松本 厨子

(40) 　COCOCHI 石川 青木 佐藤 池辺 広田 大村 渡辺

(41) 　スマイリィ 大化 梅本 内藤 小河内 窪田 天満 橋本 原

(44) 　だうんざらいん 池田 秦 福嶋 平田 水谷 加藤 北沢 佐々木

(45) 　ひつじ雲 西森 中村 由上 石川 岡嶋 藤ノ井

(48)   みんなでGO！ 宮武 池 村上 赤松 山内 吉村 田中 冨田

(49) 　笑笑 江座 丸中 船場 井上 中谷 嶋津

(52) 　momoyamadaiii～ 山口 住谷 馬久地 山口 高岡 木村 大屋 辻

(53) 　Something Blue 山口 土井 清水 楠本 小川 中塚 中西

(56) 　予備日リボーン 木川 佐藤 手越 南里 西尾 清水 宮内

(57) 　古江イレギュラー 森山 西崎 矢上 亀田 笠行 斉藤 山崎 山本

(60) 　あーぽんず 鈴木 若山 石戸 河井 松川 錦谷 中江 西田

(61) 　ハクナ マタタ 鐵穴 出水 河野 木村 森 矢野 八谷 中川

(64) 　スマイリー 韋駄天 上口 山口 橋本 米満 磯山 榎原 築地

メンバー

令和１年度　第３２回 連盟杯吹田市民団体戦テニス大会－女子－


