
＜主　催＞ 島根県テニス協会
ＷＥＢ感染症チェックＱＲコード

＜主　管＞ 競技運営委員会、松江テニス協会

＜期　日＞ 令和４年４月２９日（金・祝）　《雨天決行》

＜会　場＞ 安来運動公園　テニスコート　８面

＜大会運営委員長＞ 梅津　健太郎

＜レフェリー＞ 日高　久美子（B級レフェリー資格者）

＜種　目＞ 成年男子・女子シングルス　／　島根県ランキングポイント対象（ＧⅢ）

＜使用球＞ ダンロップフォート

＜試合方法＞ １セットマッチ　ノーアドバンテージ方式

※試合前の練習はサービス６本

＜審　判＞ セルフジャッジ　　　ＪＴＡテニスルールブック２０２２に準ずる

＜注意事項＞ ＊島根県主催大会ガイドライン（令和4年3月6日更新版）を厳守してください。

＊受付時に手指消毒、検温、web感染症チェック受信確認画面をご提示ください。

＊集合時間はＯＯＰを確認し、分散集合でお願いします。

＊リストバンドの着用を推奨しますが、長袖着用の選手は必要ありません。

＊コンプレッションウェア（ロングパンツ、アンダーシャツ等）の着用可

＊フェイスマスク、ネックゲイターを呼吸飛沫感染防止の為、着用可

＊その他、競技中あるいは大会運営上発生した諸問題については

　　レフェリーの指示に従ってください。

◆　ドローは、令和3年12月22日付け島根県テニスランキングをもとに作成しています。

◆　今大会の優勝者は、本人が希望しエントリーすれば、5/2２に行われる島根県民体育大会

　　　テニス競技へ主催者推薦枠として優先的に出場することが可能となります。

◆緊急時連絡先　日高久美子　：　090-4107-0706

２０２２　島根県東部選手権

   受付開始時間はOOPに記載された各々の時間の20分前とします。



2022東部選手権

2022/4/29

安来運動公園

成年男子シングルス

　 熱田 立脇

　 熱田 阿部

７６（５） ６３
　 小坂 阿部

６１ ７５

清田 錦織

清田 錦織

６２ ６３
金山 浜村

竹内 藤原

竹内 内田

６０ ６１
青戸 内田

武部 山田

６１ W.O

松本 壬生

６２ ６１
松本 壬生

渡部 古瀬

渡部 奥田

６１ ６２

芝尾 奥田

６２ ６０

橋本 曽田

上西 梅津

６１ ６０
上西 梅津

松尾 鎌田

松尾 柳楽

６３ ６１
竹内 柳楽

田中 平野

６３ ６０
槙野 松本

６２ ６４
槙野 松本

２Ｒ終了後、雨天中止

1 熱田　宏司 (HI-TENSION) ① ⑧ 立脇　芳之 (HI-TENSION) 33

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

3 高倉　和夫 (みみより) 渡部　幸由 (HI-TENSION) 35

4 小坂　登志男 (パワービィー出雲TC) 阿部　智呂 (Team 灯) 36

5 清田　修 (ＮＥＯ) 錦織　史郎 (Team 灯) 37

6 ｂｙｅ ｂｙｅ 38

7 ｂｙｅ ｂｙｅ 39

8 金山　真宏 (みみより) ⑮ ⑨ 浜村　修 (MIRROR TC) 40

9 竹内　尚弘 (UMEZU.T.T) ⑫ ⑬ 藤原　将太 (ＮＥＯ) 41

10 ｂｙｅ ｂｙｅ 42

11 ｂｙｅ ｂｙｅ 43

12 青戸　達哉 (ＤＥＮＥＢ) 内田　光紀 (テニクラ) 44

13 山本　幸司 (T.LOACH) 山田　良祐 (ＤＥＮＥＢ) 45

14 武部　翔大 (ＮＥＯ) 松井　智 (MIRROR TC) 46

15 ｂｙｅ ｂｙｅ 47

16 松本　幹史 (Team 灯) ⑥ ③ 壬生　隆 (ＮＥＯ) 48

17 渡部　陽也 (ＮＥＯ) ④ ⑤ 古瀬　誠 (平田TC) 49

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

19 芝尾　寛之 (パワービィー出雲TC) 壷倉　優太郎 (ＮＥＯ) 51

20 桜内　陽平 (ＮＥＯ) 奥田　聡 (チームグリーン) 52

21 橋本　和磨 (テニクラ) 曽田　森羅 (テニクラ) 53

22 ｂｙｅ ｂｙｅ 54

23 ｂｙｅ ｂｙｅ 55

24 上西　大介 (ＮＥＯ) ⑯ ⑪ 梅津　健太郎 (UMEZU.T.T) 56

25 松尾　周一郎 (みみより) ⑩ ⑭ 鎌田　諭 (ＮＥＯ) 57

26 ｂｙｅ ｂｙｅ 58

27 ｂｙｅ ｂｙｅ 59

28 竹内　勇人 (テニクラ) 柳楽　丈翔 (上武大学)ふるさと登録 60

29 田中　武二 (FOKAS) 平野　武志 (ＮＥＯ) 61

30 福田　祐基 (テニクラ) 松本　響 (テニクラ) 62

31 ｂｙｅ ｂｙｅ 63

32 槙野　弘章 (FOKAS) ⑦ ② 松本　俊太郎 (UMEZU.T.T) 64



2022東部選手権

2022/4/29

安来運動公園

成年女子シングルス

島津

廣瀬

W.O

7

4 廣瀬　恵 (江津TC) ② 篠原　亜実 (島根大学)

雨天中止

8

6

3 青梨　里咲 (島根大学） ｂｙｅ

泉原　彩乃 (島根大学） 5

2 ｂｙｅ ｂｙｅ

1 島津　恵美 (江津TC) ①

Not Played


