
W44 大正製薬リポビタン全日本テニス選手権96th
オーダーオブプレイ 火曜日 02 11 2021
日付

27 10 - 07 11 2021
郡市区町村

三木市志染町三津田1708, JPN
Website

手指消毒、マスク着用および密集、密接の回避をお願いします。

センター(Live)
Starting at 10:00
女子シングルス  R32 

加治 遥 [3]
vs.

佐藤 南帆

Aコート(Live)
Starting at 10:00
女子シングルス  R32 

リュー 理沙マリー
vs.

瀬間 詠里花 [13]

Bコート(Live)
Starting at 10:00
男子シングルス  R32 

河野 優平
vs.

越智 真 [5]

Cコート(Live)
Starting at 10:00
男子シングルス  R32 

今村 昌倫 [11]
vs.

菊池 玄吾

Eコート(Twitter)
Starting at 10:00
男子シングルス  R32 

仁木 拓人 [16]
vs.

田形 諒平

Fコート(Twitter)
Starting at 10:00
女子シングルス  R32 

山口 芽生 [6]
vs.

緒方 葉台子

1

Followed by
男子シングルス  R32 

齋藤 惠佑
vs.

関口 周一 [2]

Followed by
女子シングルス  R32 

上田 らむ
vs.

今西 美晴 [12]

Followed by
男子シングルス  R32 

松田 龍樹
vs.

山﨑 純平 [6]

Followed by
女子シングルス  R32 

桑田 寛子 [8]
vs.

細木 祐佳

Followed by
女子シングルス  R32 

西郷 里奈
vs.

松田 美咲 [10]

Followed by
男子シングルス  R32 

斉藤 貴史 [14]
vs.

鈴木 昂

2

Not Before 13:00
女子シングルス  R32 

重田 夢亜
vs.

大前 綾希子 [2]

Not Before 13:00
女子シングルス  R32 

光崎 楓奈 [15]
vs.

井上 雅

Not Before 13:00
男子シングルス  R32 

川橋 勇太 [12]
vs.

松村 亮太朗

Not Before 13:00
女子ダブルス  R16 
岡村 恭香 /

瀬間 詠里花 [1]
vs.

力石 優衣 /
小関 みちか

Not Before 13:00
女子ダブルス  R16 
佐藤 南帆 /
永田 杏里

vs.
リュー 理沙マリー /
松本 安莉

Not Before 13:00
男子ダブルス  R16 
今村 昌倫 /
藤原 智也

vs.
市川 泰誠 /
渡邉 聖太

3

Followed by
男子ダブルス  R16 
仁木 拓人 /

今井 慎太郎 [1]
vs.

岡村 一成 /
河内 一真

Followed by
男子ダブルス  R16 
住澤 大輔 /
田沼 諒太

vs.
望月 勇希 /
越智 真

Followed by
男子ダブルス  R16 
守谷 総一郎 /
竹内 研人

vs.
上杉 海斗 [2] /
松井 俊英

4

 進行状況によっては試合コートを変更する場合があります。  Order of Play released  Tournament Director  レフェリー
 男女シングルスラッキールーザーサイン締め切り：9：30　レフェリーデスク
 男女ダブルス補欠サイン締め切り：12：30　レフェリーデスク
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 坂井利彰  松野　えるだ
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