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ダブルスの試合はノーアド方式で行われました。その際、両方のプレーヤーが３ポイントずつ取った後、主

審が何とアナウンスしたか聞いた方もあると思いますが、「デュース、ディサイディング・ポイント、レシ

ーバーズ・チョイス」とアナウンスとしていました。すなわち

つ取った場合は、通常のゲームと同様に「デュース」が正しいコールとなり、「フォーティー、オール」と

いう表現はありません。

するかを決め、このディサイディング・ポイントを取った方が、そのゲームの勝者となります。
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ーの中には、ＴＴＡの大会で対戦した方

いと出来ないスポーツだと思います。

す。テニスを通じて出会った仲間は大切にしたいと思います。

合宿・忘年会＆テニス大会・スキーツアー…など開催しています。

ー募集しています。リーダーは体育会系を目指していま

みんな騒がしいくらいワイワイしています
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