
神栖庭球場

オーダーオブプレー

コート　No 1 2 3 4

成年男子　決勝 成年女子　決勝 少年女子 決勝 少年男子 決勝

試合開始 1三重県 vs 25愛媛県 9埼玉県 vs 24三重県 4神奈川県 vs 36兵庫県 24埼玉県 vs 36兵庫県

9:00 S1 関口 周一 vs 片山 翔 S1 輿石 亜佑美 vs 吉田 明日香 S1 吉川 ひかる vs 木本 海夢夏 S1 齋藤 惠佑 vs 高畑 里玖

S2 島袋 将 vs 坂井 勇仁 S2 清水 映里 vs 井上 雅 S2 大川 美佐 vs 松下 菜々 S2 松下 龍馬 vs 東 竜平

D 関口・島袋 vs 片山・坂井 D 輿石・清水 vs 吉田・井上 D 吉川・大川 vs 木本・松下 D 齋藤・松下 vs 高畑・東

コート　No 5 6 7 8
成年女子 5･6決定戦 成年男子 5･6決定戦 少年女子 3･4決定戦 成年男子 3･4決定戦

試合開始 1茨城県 vs 32愛媛県 8埼玉県 vs 32茨城県 13埼玉県 vs 37岡山県 16岡山県 vs 17大阪府

9:00 S1 牛島 里咲 vs 波形 純理 S1 松尾 友貴 vs 守谷 総一郎 S1 浮田 愛未 vs 吉本 菜月 S1 楠原 悠介 vs 望月 勇希

S2 森崎 可南子 vs 長谷川 茉美 S2 田中 優之介 vs 仁木 拓人 S2 伊藤 汐里 vs 中島 玲亜 S2 岡垣 光祐 vs 逸﨑 凱人

D 牛島・森崎 vs 波形・長谷川 D 松尾・田中 vs 守谷・仁木 D 浮田・伊藤 vs 吉本・中島 D 楠原・岡垣 vs 望月・逸﨑

コート　No 9 10 11 12
少年女子 7･8決定戦 成年女子 3･4決定戦 成年男子 7･8決定戦 少年男子 7･8決定戦

試合開始 24愛知県 vs 48大阪府 8愛知県 vs 25東京都 9東京都 vs 23千葉県 13静岡県 vs 25神奈川県

9:00 S1 川出 莉子 vs 山口 瑞希 S1 阿部 宏美 vs 村橋 舞 S1 川橋 勇太 vs 大和田 秀俊 S1 三井 駿介 vs 下村 亮太郎

S2 伊藤 あおい vs 山口 花音 S2 伊藤 日和 vs 安藤 優希 S2 白石 光 vs 蓮見 亮登 S2 佐藤 徹平 vs 望月 滉太郎

D 川出・伊藤 vs 山口・山口 D 阿部・伊藤 vs 村橋・安藤 D 川橋・白石 vs 大和田・蓮見 D 三井・佐藤 vs 下村・望月

コート　No 13 14 15 16

少年男子 3･4決定戦 少年男子 5･6決定戦 少年女子 5･6決定戦 成年女子 7･8決定戦

試合開始 12福岡県 vs 48三重県 1京都府 vs 37千葉県 12千葉県 vs 26京都府 16千葉県 vs 17京都府

9:00 S1 小川 智裕 vs 副田 温斗 S1 藤原 智也 vs 石井 涼太 S1 山﨑 郁美 vs 繁益 春音 S1 岩井 真優 vs 西本 恵

S2 宮田 陸 vs 大田 空 S2 堀川 莞世 vs 村松 陸 S2 長門 桃子 vs 西尾 萌々子 S2 清水 里咲 vs 押野 紗穂

D 小川・宮田 vs 副田・大田 D 藤原・堀川 vs 石井・村松 D 山﨑・長門 vs 繁益・西尾 D 岩井・清水 vs 西本・押野

オーダーオブプレー発表時刻：10月1日 17:40 国体委員長：野﨑　拓哉

レフェリー：福田民雄

第74回国民体育大会（天皇陛下御即位記念 いきいき茨城ゆめ国体）テニス競技会

10月2日（水）　最終日

練習は各試合コートでできます。　8:00～8:45

表彰式
試合終了後、表彰式を行います。 14時頃を予定しております。

1位～8位チームは必ず出席して下さい。


