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ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。

女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、

デュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイド

からサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてし

まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、
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レットにはなりません。サーバー側のポイントになりますが、そこでノーアドに

に切り換えて１ポイントプレーします。なお、ノーアドに気がついた時

ＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩ

         

                 

ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。
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ＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩＭＡＫＥＮＡＩ
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ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。

女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、

デュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイド

からサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてし

まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、
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ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。ノーアドバンテージ方式のミックスダブルスの試合でのことです。

女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、女性のサービスゲームでデュースとなり、ノーアドバンテージ方式であることを忘れ、

デュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイドデュースサイドのレシーバーが男性であるにもかかわらず、そのままデュースサイド

からサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてしからサービスを行ってしまいました。その際、男性レシーバーの返球がネットしてし

まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、まいました。すると、男性レシーバーから正しいサイドへのサービスではないため、
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