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  １２～１３年前に同じ職場の仲間

してチーム戦に

練習は毎週土曜日

 強化合宿

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど

   今後の目標

                 

 

 

 

 

 

：：：：１１月

ですが、選手名の横に「

：「：「：「：「QQQQ

予選

「「「「WCWCWCWC

 トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

本戦ドロー

「「「「LLLLLLLL

 予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

 の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ

              

１２～１３年前に同じ職場の仲間

してチーム戦に

練習は毎週土曜日

強化合宿

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど

今後の目標
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本戦ドロー

LLLLLLLL」（」（」（」（

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ

              

１２～１３年前に同じ職場の仲間

してチーム戦に

練習は毎週土曜日

強化合宿

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど

今後の目標

                 

１１月に行われた

ですが、選手名の横に「

」（」（」（」（QualifierQualifierQualifierQualifier

予選通過者（

」（」（」（」（

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

本戦ドロー

」（」（」（」（Lucky LoserLucky LoserLucky LoserLucky Loser

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ
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全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど

今後の目標

                 

 
に行われた

ですが、選手名の横に「

QualifierQualifierQualifierQualifier

通過者（

」（」（」（」（Wild CardWild CardWild CardWild Card

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

本戦ドロー

Lucky LoserLucky LoserLucky LoserLucky Loser

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ
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練習は毎週土曜日

を年２回、
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「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど

今後の目標

                 

 
に行われた

ですが、選手名の横に「

QualifierQualifierQualifierQualifier

通過者（

Wild CardWild CardWild CardWild Card

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

本戦ドローおよび予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

Lucky LoserLucky LoserLucky LoserLucky Loser

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ

              

１２～１３年前に同じ職場の仲間

してチーム戦に初

練習は毎週土曜日

年２回、

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

大事だけれど、でも結果だけじゃない

今後の目標は、
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トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。
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の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ

              

１２～１３年前に同じ職場の仲間

初参加

練習は毎週土曜日

年２回、

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

でも結果だけじゃない

は、更

                 

ルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆ＡルールＱ＆Ａ

に行われたダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

ですが、選手名の横に「
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Qualifier

Wild CardWild CardWild CardWild Card））））

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

Lucky LoserLucky LoserLucky LoserLucky Loser
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１２～１３年前に同じ職場の仲間

参加

練習は毎週土曜日の朝

年２回、メンバーの親睦もかねて

全員が同じ職場なので

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

でも結果だけじゃない

更なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること
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気心も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

でも結果だけじゃない

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

                  

代表者：遠藤真一
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メンバーの親睦もかねて
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トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（
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で、主に平井公園テニスコートで行っています。
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も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。
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メンバーの親睦もかねて軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」

と思っています。

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること
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以来ずっと参加しており、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

「来る者は拒まず、去る者は引き留めたい」がチームのモットー

と思っています。

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること
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 090

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

」の表記がありました。

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

がチームのモットー

と思っています。

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

090

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

」の表記がありました。

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

の中からランキング保持者を優先し、抽選で順位が付けられ本戦に出場します。

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

がチームのモットー

と思っています。 

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

090-4087

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

」の表記がありました。

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

がチームのモットー

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

4087

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

」の表記がありました。これは何

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

がチームのモットーで、

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

4087

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

これは何

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

軽井沢・車山・荘川など色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

で、

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

4087-6334

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

これは何

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

で、テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

6334

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

これは何の略

トーナメントディレクターの推薦によりドローに入ったプレーヤーです。 

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「TEAM

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

6334

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

の略

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。

発足しました。数年後に「TEAM

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

6334 

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

の略ですか？

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

本戦に出場します。 

TEAM

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

ですか？

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

 

TEAM 

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

ですか？

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

 HIRO

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ること

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

ですか？ 

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（

HIRO

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

主に平井公園テニスコートで行っています。 

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

なるレベルアップを図り豊田市チーム戦のファイトクラスに出ることです。

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

 

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

予選のある大会で本戦初回戦に欠員が生じた場合の補充として、予選最終ラウンドの敗者（Loser

HIRO」と

おり、現在はメンバーも１８名となりました。

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。

テニスをするうえで結果は

です。

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

Loser

」と

おり、現在はメンバーも１８名となりました。 

色々な所へ出掛けています

も知れていて、和気あいあいとテニスを楽しんでいます。 

テニスをするうえで結果は

です。

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。

Loser）

」と 

 

色々な所へ出掛けていますが

 

テニスをするうえで結果は

です。 

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について

および予選ドローにトーナメントディレクターの裁量により設けられることがあります。 

） 

が 

テニスをするうえで結果は 

 

ダンロップワールドチャレンジ大会会場に掲示されていた本戦組み合わせ表について 

 

 

 


