
主催：桑名テニス協会
後援：三重県テニス協会
協賛：(株）桑名スポーツ　　（株）グローブライド
場所：ＮＴＮ総合運動公園テニスコート　

試合開始時間

２０２３年

　　２月　　４日（土）

 １１：００

　　２月　　５日（日）

（※小雨決行しますので雨天時も上記時間までに集合してください。）

大会使用球：ダンロップ　フォート

　☆　試合に関する注意事項　☆

　（天候、試合進行状況等により変更する場合があります）

◆『新型コロナウイルス感染予防をお守りください。

◆試合前の練習は、サービス　４本のみです。

◆試合球は、若い番号の選手（ペア）が本部へ取りに来てください。

◆試合終了後、勝者の選手（ペア）がスコアと使用球を本部へ届けてください。

◆メンバー変更は、認めません。ご了承下さい。

◆小雨決行しますので着替え等をご持参下さい。

◆大会中の怪我については、応急処置は行いますがその他一切責任を負いませんのでご了承ください。

◆大会会場には、ゴミ箱がありませんので出されたゴミは、各自でお持ち帰り下さい。
　　　　ご協力よろしくお願いします。

　大会に関するお問い合せ：℡（０９０）２１３９－０７４９

　　　　　　※大会会場へ直接お電話せされても一切お答えできませんのでご了承下さい。

第２７回ＫＴＡオープンテニストーナメント

◇◇予備日　２／　４（土）　　→　２／１１（土）◇◇

◇◇予備日　２／　５（日）　　→　２／１２（日）◇◇

男子ダブルス《全員》 
　９：００

女子ダブルスＡクラス　《全員》   Ｂクラス　《全員》

 ＯＶ４５男子ダブルス《全員》

ＯＶ４５男子シングルス《全員》

◆全種目とも本戦は、１セットマッチ（ ６－６後１２ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ ）で行います。

（コンソレーション実施予定ですが、当日の天候等状況により試合の有無、方法等は、決定します。）

女子シングルス《全員》

男子シングルス《全員》 

　９：００



男子ダブルスクラス（ベスト4表彰） 9：00コール

2
石田　誠一朗 フリー

山本　太郎 フリー

1
青木　誠 NTN

坂上　浩史 NTN

4

山本　迅一郎 三重グリーンテニスクラブ

早川　琉維 笹川中学校
3

田中　勘太郎 四日市TA

松本　蒼來 四日市TA

山口　凌護 フリー

安原　寛規 NGU

6
廣田　優亜 三重グリーンテニスクラブ

矢田　琢実 三重グリーンテニスクラブ

8

7
川北　大宝 ＡＴＨＬＦＯＲＴ

福田　恭平 ＡＴＨＬＦＯＲＴ

9

5
藤井　裕規 Advantage

尾崎　翔太 フリー

フリー

舘　和輝 フリー

10
寺本　光希 三重グリーンテニスクラブ

近藤　真弘 NGU

13

中川　倫久 フリー

坂崎　大晃 フリー

12
後藤　亮磨 みさとテニスクラブ

位田　圭吾 みさとテニスクラブ

藤田　颯 三重グリーンテニスクラブ

藤井　崇汰 三重グリーンテニスクラブ

11
森　信幸

15
片岡　龍亮 三重グリーンテニスクラブ

眞田　武 三重グリーンテニスクラブ

14
入江　志音 三重グリーンテニスクラブ

木村　駿斗 三重グリーンテニスクラブ

17
木村　逸希 三重グリーンテニスクラブ

熊崎　陽仁 三重グリーンテニスクラブ

16
太駄　俊彦 KIC

足立　昂拓 KIC

19
後藤　茂樹 フリー

倉田　健吾 フリー

18
服部　雄太 IOB

木股　敬貴 フリー



第２７回ＫＴＡオープンテニストーナメント

9：00コール

試合順番　　１試合目　 　　　　　　　　　　　1　　VS　　2 試合方法 １セットノーアドバンテージ6-6　　　　12ポイントタイブレーク

２試合目　 　　1試合目の敗者　　VS　　3 各試合次の試合に出ない組がスコアーを本部に届けてください

３試合目　 　　１試合目の勝者　　VS　　3 試合前の練習は、サービス４本

順位決定 １．勝敗数

２．直接対戦結果（２組以上は、得失ゲーム差）

全試合終了後最後のスコアー報告者が試合玉を本部へ返却してください

女子ダブルス　Aクラス（１位表彰）

負試
合数

取得
ゲーム

失
ゲーム

順位E
花井　さくら 加藤　朋子

勝試
合数横井　希風

村山　栄里子 みさとＴＣ
2

3
浅野　七海 桑名T.A

横井　希風 桑名T.A

加藤　朋子 みさとＴＣ

天野　令捺 四日市T.A

花井　さくら 桑名T.A
1

天野　令捺 浅野　七海村山　栄里子



第２７回ＫＴＡオープンテニストーナメント女子ダブルスBクラス 9：00コール

男子ダブルスＯＶ４５（１・２位表彰） 11：00コール

（１・２位表彰）

3

4

1
加太　未喜子 フリー

成田　すみ子 フリー

2
稲垣　さや夏 三重グリーンテニスクラブ

橋川　笑奈 三重グリーンテニスクラブ

内田　夕葵 三重グリーンテニスクラブ

加藤　昭子 フリー

9

10

7

8

5

6

高原　栄美 フリー

尾崎　空琉 三重グリーンテニスクラブ

川合　憧子 桑名庭球倶楽部

坂田　祐加里 NGU

山田　美緒 フリー

河村　心結 三重グリーンテニスクラブ

大平　実乃梨 三重グリーンテニスクラブ

川合　瑶子 暁中学

菅原　碧衣 三重グリーンテニスクラブ

藤田　月梛 三重グリーンテニスクラブ

藤田　彩 三重グリーンテニスクラブ

柴田　妃菜 三重グリーンテニスクラブ

河合　望美 フリー

山中　萌花 フリー

2
稲垣　隆史 フリー

高岡　晴彦 SCアクトス

1
金子  義文 NGU

二ノ宮　智明 NGU

4
横山　裕右 Advantage

黒田　覚人 Advantage

3
伊藤　慎 フリー

梶尾　元紀 フリー

6
細谷　信嘉 Advantage

高原　幸司 Advantage

5
戸松　卓也 くわなテニスクラブ

榎本　哲也 くわなテニスクラブ

8
加藤　陽児　 フリー

早川　佳宏 フリー

7
高木　直人 KOM

亀岡　誠 フリー

9
近藤　真司 NGU

森　浩彰 元気アップこもの



第２７回ＫＴＡオープンテニストーナメント

男子シングルス（ベスト4表彰） 9：00コール

1 東山　雅幸 四日市大学

2 阪裏　正伍 みさとテニスクラブ

3 矢田　琢実 三重グリーンテニスクラブ

4 西野　仁貴 海星高校

5 横山 悠大 三重GTC

6 浦山　拓郎 KIC

7 熊崎　陽仁  三重GTC

8 水谷　暁斗 フリー

9 松本　蒼來 四日市TA

10 藤田　颯 三重グリーンテニスクラブ

11 河野　恒太 フリー

12 木村　逸希  三重GTC

13 小林　岳斗 テニスラウンジ

14 株柳　翔一 KIC

15 山本 洋 三幸TT

16 溜池　俊郎 Advantage

17 中野創太 三重GTC(明正中）

18 阪口 尚生  東員TC

21 田中　亮 Advantage

19 安田　豊 フリー

20 川北　大宝 ＡＴＨＬＦＯＲＴ



第２７回ＫＴＡオープンテニストーナメント

男子OVシングルス（１・２位表彰） 9：00コール

女子S（１・２位表彰） 9：00コール

笹田　幸生 Advantage

築坂　尚 NTN

薄井　孝明 Advantage

高田　祐治 オリンピアSC

山崎　起佐雄 NTN

1

2

3 重丸　清一 桑名庭球倶楽部

4

5

1 山中　萌花 シティースポーツ四日市

6

2 川合　憧子 桑名庭球倶楽部

3 花井　さくら 桑名T.A

4 藤田　月梛 三重グリーンテニスクラブ

5 鼎あずさ シティースポーツ四日市

8 橋川　笑奈 三重グリーンテニスクラブ

6 浅野　七海 桑名T.A

7 坂田　桃花 NGU


