
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

                     

    

    

    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：

       

    

    

    

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

（規則

★メンバー

★

      

      

★練習日

★

★

★結成

 

★

連絡先・・・鳥居（幹事）

     

  

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：    

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：    

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

（規則

★メンバー

★クラブ名の由来

      

      

★練習日

★練習場所

★その他

★結成

    

★追伸

連絡先・・・鳥居（幹事）

     

      

    シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

    有効返球有効返球有効返球有効返球

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

（規則

★メンバー

クラブ名の由来

      

      

★練習日

練習場所

その他

★結成    

チーム登録。

は、

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

   練習試合も是非お願いします。

追伸    

連絡先・・・鳥居（幹事）

     

      

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球有効返球有効返球有効返球

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

（規則 19

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

★メンバー

クラブ名の由来

      

      

★練習日/

練習場所

その他     

    

チーム登録。

は、30

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

    

連絡先・・・鳥居（幹事）

     

     

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球有効返球有効返球有効返球

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

19 サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

★メンバー     

クラブ名の由来

      

      

/時間

練習場所    

     

    

チーム登録。

30

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

    

連絡先・・・鳥居（幹事）

      岡田（試合関連）

  小林（代表）

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球有効返球有効返球有効返球となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

     

クラブ名の由来

          

          

時間  

    

     

    02

チーム登録。

30 歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

    ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

連絡先・・・鳥居（幹事）

岡田（試合関連）

小林（代表）

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

     

クラブ名の由来  

    

    

  

    

     

02

チーム登録。2007

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

連絡先・・・鳥居（幹事）

岡田（試合関連）

小林（代表）

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

     

  

    

    

    

     

      

02 年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

2007

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

連絡先・・・鳥居（幹事）

岡田（試合関連）

小林（代表）

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

     男：

  某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

    から勝手に借用しました。

    後付けで、“

 週末（主に土曜日）

 けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

 団体戦

います。

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

2007 年～今年で

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

連絡先・・・鳥居（幹事） 

岡田（試合関連）

小林（代表） 

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

男：16

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

後付けで、“

週末（主に土曜日）

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

団体戦

います。

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年～今年で

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

   

岡田（試合関連）

     

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

vol.

16 名，女：

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

後付けで、“

週末（主に土曜日）

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

団体戦/各大会への参加，合宿

います。

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年～今年で

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

   e

岡田（試合関連） babolat.pure

    m

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

となります（規則 25

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

ol.36

名，女：

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

後付けで、“

週末（主に土曜日）

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

います。 

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年～今年で

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

e-torii090xyz@ezweb.ne.jp

babolat.pure

m-s

クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介クラブ紹介    

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

25

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

36  

名，女：

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

後付けで、“Art

週末（主に土曜日）

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年～今年で 3

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

babolat.pure

s-t.k

    

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

25 有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーは失点となります（規則 24

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

サービス・フォールト）。 

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

  ‐‐‐‐

名，女：10

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

Art（アート）；芸術”なんて・・・。

週末（主に土曜日）

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

3 年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

練習試合も是非お願いします。 

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

babolat.pure

t.k-b

    

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

24 プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

 

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ    

‐‐‐‐９９９９‐‐‐‐

10

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

（アート）；芸術”なんて・・・。

週末（主に土曜日）/4

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

babolat.pure

b-y-

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

    

‐‐‐‐    

10 名 

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

（アート）；芸術”なんて・・・。

/4 時間

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

babolat.pure-control@docomo.ne.jp

-s.0310

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

    

  

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。

（アート）；芸術”なんて・・・。

時間

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

control@docomo.ne.jp

s.0310

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

から勝手に借用しました。 

（アート）；芸術”なんて・・・。

時間 

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

control@docomo.ne.jp
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シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

（アート）；芸術”なんて・・・。

 

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

各大会への参加，合宿/親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？

torii090xyz@ezweb.ne.jp

control@docomo.ne.jp

5884@docomo.ne.jp

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

（アート）；芸術”なんて・・・。

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町）

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

年目となります。メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

ンバーを求めています。特に女性の方、大歓迎！！ 

ヨーロッパの小林コーチ、元気ですか？ 

torii090xyz@ezweb.ne.jp 

control@docomo.ne.jp

5884@docomo.ne.jp

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

（アート）；芸術”なんて・・・。

けんぽスポーツの森（豊田市篠原町） 

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ
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シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

（アート）；芸術”なんて・・・。

 

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

control@docomo.ne.jp

5884@docomo.ne.jp

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

プレーヤーの失点）。 

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・）

（アート）；芸術”なんて・・・。

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

control@docomo.ne.jp 

5884@docomo.ne.jp

シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

某会社名（今は名前が変わりましたが・・・） 

（アート）；芸術”なんて・・・。

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ
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シングルスの大会の時に、ラリーが続きシングルス・スティック 

に当たったあとコートに正しく入ったボールは、有効でしょうか？ 

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

 

（アート）；芸術”なんて・・・。

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ
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有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

（アート）；芸術”なんて・・・。 

親睦会も多数行って

年頃で大学サークルの友人とやり始め、友が友を呼び、

メンバー層として

歳前後でレベルも様々（年を感じてきた者や、更にテニスバ

カになっている者まで）。年々、平均年齢が上がっている為、若いメ

 

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

    

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットに当たった後、コートに正しく入っても、このボールを打った 

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください

有効返球）。なお、シングルス・スティックの外側の 

 

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー

側のサービスコートに正しく入ったとしても、フォールトになるので注意してください 

 

また、サーブの場合には、同じようにシングルス・スティックに当たった後、レシーバー 


