
ソニー生命カップ 第 37 回全国レディーステニス大会 福岡県予選 

 

大   会   日   程 

福岡会場 福岡県営春日公園テニスコート（砂入り人工芝）  （TEL 092-573-4200） 

 1 日目 9/12(土) 2 日目 9/13(日) 3 日目 9/14(月) 9/15(火) 

ダブルス 
 1R(29)・2R(18) 

3R(9) ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 

4R(8 )・QF( 4 )・

5~8 位決定戦 

SF(2 )・F 

3 位決定戦 予備日 

(予備日練習会 

開催予定) 
試合数 56・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 16 4 

コート面数 13 8 4 

受 付 8：45    開会式 9：00     開会式終了後試合開始 

北九州会場 北九州市立三萩野庭球場（砂入り人工芝）    （TEL 093-951-3950） 

      1 日目 9/10(木) 2 日目 9/11(金) 

2 日目からは福岡会場 
ダブルス 

１R(24) ２R(14 )  

３R( 7 ) ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 

予備日 試合数 45・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 

コート面数 12 

受 付 8：30    開会式 9：00     開会式終了後試合開始 

 

大 会 注 意 事 項 

１．開会式までにドロー番号による受付を済ませプログラムと参加賞をお受け取り下さい 

２．試合方法 

・1日目 8 ゲームズプロセット(デュースあり)  

コンソレーションは、6ゲーム先取(ノーアド)時間・天候により変更有 

・２日目よりﾉｰｱﾄﾞ 2 ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｾｯﾄ,ﾌｧｲﾅﾙセット 10 ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ方式 

・ｾｯﾄﾌﾞﾚｲｸ・ﾙｰﾙを採用。試合方法は天候その他の事情により変更することがあります 

・2日目に 5～8位順位決定戦を行います(1セットマッチ・ﾉｰｱﾄﾞ) 

３．ウォーミングアップはサーブ４本で直ちに試合を始めてください 

４．試合はセルフジャッジで行います 

(準決勝、決勝、3位決定戦はｿﾛﾁｪｱｱﾝﾊﾟｲｱ(SCU)がつきます) 

５．進行はオーダーオブプレー掲示板により行います。15分経過後もコートに入らない場合は W.O負

けになることがあります 

６．ボールはダンロップフォート・第 37回大会指定球です 

７．次の試合の人は、ドローナンバ－の若い方が本部でボ－ルを受け取り、試合が終了したら勝者は

直ちに本部にスコアを報告しボ－ルを返して下さい 

８．ベンチコーチ、ボールパーソンは認めません 

９. テニスウェアを着用してください(長ズボン着用可・マスク不可) 

ロゴに注意：「JTAテニスルールブック 2015」参照 

10．天候により順延することがあります 11．やむを得ず棄権の場合、必ず早めに届出をしてくださ

い 

連絡先【福岡会場】重松 忍 TEL   092-926-1271   携帯 090-8410-7910 

【北九州会場】近藤茂代 TEL/FAX 093-962-2164   携帯 090-7448-0600  

※ 所定の駐車場に駐車してください。路上駐車は厳禁です。尚、駐車場の開門は 8時:30分です 

※ 参加料の領収書が必要な方はお申し出下さい (福岡会場のみ) 



1R 2R 3R 1R 2R 3R
楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ） 斉藤　麻佐子 (ｵｰｶﾞｽﾄTC)
諌山佳恵 （ひまわりTC） 高田　久美予 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本田　真紀子 （スプラージ） 前田 由美 ( ｉｆ　ＴＣ　)
井上　典子 （スプラージ） 柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　)
塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 蕗谷　佐知子 （コスモス古賀）
野見山あずみ （若久TC） 山下　亜矢子 （スプラージ）
横尾  真由美 （油山ＴＣ） 原　泰子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎）
久下　小百合 (フ リ ー) 財津　万里子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎）
重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 菰田久美 （エスタ香椎）
西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 石田みゆき (フ リ ー)
片山　幸代 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
東　　清美 (テニスフレンズ) 関　紀代子 （筑後の森TC）
光富　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 境　　栄子 （筑後の森TC）

吉村　美央 （油山ＴＣ） 山内　千雪 （エスタ城南）
只安　舞子 (テニスフレンズ） 八木　洋子 （スプラージ）
御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 光澤寿絵 （藍テニスクラブ）
島田　奈穂美　 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 髙本由美 （自由ヶ丘TC
小林　直美 （コスモス古賀） 上野　美樹 （Love&Fight)
宅野　道子 （久山テニス倶楽部） 光山　史苗 （Love&Fight)
高田　久美 (クラブCB) 佐藤　奈津子 (テニスフレンズ)
小木曽るりこ (クラブCB) 西野　みさ (Love & Fight)
内田　優子 (Love & Fight) 古賀　千代美 (クラブCB）
的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 田中　智子 (クラブCB)
禅院　加代好 （スプラージ） 木下　智美 （スプラージ）
城戸　裕子 （スプラージ） 野口　貴三子 （スプラージ）
渋田三矢子 （ひまわりTC） 吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 佐藤　純子 (西福岡TC）

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 日野　朋子 （スプラージ）
鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 羽子田　朋子 （スプラージ）
水江　忍 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 野田　貴美子 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎）
相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 天野　清美 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎）
石丸　あかり （スプラージ） 井口　三和 （ フォーライフ ）
野田　佳代子 （スプラージ） 白垣　佐和子 （ ＩＴS九州 ）
永留 恵里奈 （ Ｔタイム ） 朝長　喜美子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
前原　春美 (油山TC） 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ） 福田実千江 （自由ヶ丘TC）
相島　祐子 （ くりえいとTC ） 尾前美香 （自由ヶ丘TC）
茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 光山　裕美子 （スプラージ）
川村　華映 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 後藤　美香 （ チームＣＯＳ ）
陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 倉富　加代 (テニスフレンズ)
井上　信香 (Love & Fight) 中山　牧子 (大野城ＴＡ)

末永 真里 (クラブCB)
有本　洋子 (テニスフレンズ) 古賀 奈央 (クラブCB)
松本　真奈美　 (テニスフレンズ)
山口　亮子 （スプラージ） 花園　多恵子 （油山ＴＣ）
大野　智恵子 （スプラージ） 柴田　美豊恵 （油山ＴＣ）
井上　いち子 (Love & Fight) 島　由貴子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 渡邉　直美 （スプラージ）
篠田　淑枝 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 池田悦子 （ハヌル）
樋口　直美 (ﾙﾈｻﾝｽ香椎） 畑島早知子 （ハヌル）
西阪　さおり (エスタ香椎) 松永　美保子 (テニスフレンズ)
平田　尚美 (エスタ香椎） 矢野　陽子 (テニスフレンズ)
堂園敬子 （ハヌル） 木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）
安斎宏美  ( ｉｆ　ＴＣ　) 耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
岸原　直美 （スプラージ） 賀来　由起子 （スプラージ）
立花　美佐江 （スプラージ） 櫻井　真由美 （スプラージ）

西嶋　月美 （コスモス古賀）
蓑田　奈津巳 (北九州ウエスト） 白鳥　陽子 （ くりえいとTC ）
畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 松林　なおみ （油山ＴＣ）
岩本由美子 （エスタ香椎） 中村　小百合 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
町田将子 （スプラージ）
志方　通子 (Love & Fight) 記載の氏名・所属団体に誤りがありましたらご連絡ください　　
髙田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 連絡先：最所　信子　090-1075-5140
中村　明美 (サステゴクラブ)
櫻井　智恵 (サステゴクラブ)
久浦　登代子 (大野城ＴＡ)
高瀬アメリア （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
加隈 八千代  ( ｉｆ　ＴＣ　)
山田 秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　)
新原　彩 (テニスフレンズ)
上原　夕佳 (テニスフレンズ）

ソニー生命カップ第37回全国レディーステニス大会　仮ドロー    福岡会場【春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ】　　
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※やむを得ず棄権される場合は、速やかにお知らせくださ
い。　　　
連絡先:重松　忍　　TEL/FAX　092-926-1271
　　　　　　　　　　　　　　携帯090-8410-7910
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ソニー生命カップ第３７回全国レディーステニス大会　仮ドロー　　北九州会場【三萩野庭球場】　　

  　1R  2R  3R     　1R  2R  3R  
仲間さゆり (三萩野クラブ) 吉岡かをる (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 松本　早苗 (新日鐵住金八幡)

河原　智恵 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 藤井真理子 (小倉ＬＴＣ)
黒田千恵美 （北九州ウエスト） 清水　佳子 (三萩野クラブ)
羽出山万祐美 (ビバＴＣ) 河野由美子 (北九州ウエスト)
高橋　圭子 (ビバＴＣ) 安部　敬子 (穴生ＴＣ)
森光　真澄 (ネクストワールド) 佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
野田　優美 (三萩野クラブ) 高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ)
小山　美江 (穴生ＴＣ) 木村　京子 (テニスＤＩＶＯ)
大茂　繭子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)
市川　馨子 （グランディールＴＣ） 小森　久美 (門司ＬＴＣ)
平松　弓子 （グランディールＴＣ） 中原　友子 (門司ＬＴＣ)
村山　悟子 (田川ＴＣ) 明石　泰子 (オンザロード)
久良知祥子 (田川ＴＣ) 金森　博美 (舞ヶ丘ＴＣ)

芳賀　陽子 (芦屋ＴＣ)
竹ノ脇直美 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 田添　陽子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
増本　尚子 (テニスＤＩＶＯ)
池田　久恵 (門司ＬＴＣ) 池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ)
平田美津子 (門司ＬＴＣ) 道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
橋爪　智子 (舞ヶ丘ＴＣ) 高住美世子 (三菱マテリアル)
中島美津子 (新日鐵住金八幡) 西田　富子 （紫川河畔クラブ）
藤田恵美子 (オンザロード) 日高　玲子 (芦屋ＴＣ)
梅本　佳代 (小倉ＬＴＣ) 瀬戸口　薫 (芦屋ＴＣ)
上田貴代実 (三萩野クラブ) 田中エイ子 (北九州ウエスト)
村上津留子 (三菱マテリアル) 大槻　良子 (穴生ＴＣ)
西村真由美 (スマッシュＴＣ) 久保川美智子 (北九州ＴＣ)
原田真奈美 (スマッシュＴＣ) 板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
橋田由美子 (ＴＴＣ) 宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)
若狭　祐子 (新日鐵住金八幡) 村田紀美子 (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)

花田三千代 (舞ヶ丘ＴＣ)
吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 薬師寺伊都子 (穴生ＴＣ)

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 角田久美恵 (ネクストワールド)
高尾　美子 (三萩野クラブ) 本田　久実 (テニスＤＩＶＯ)
堀江美也子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)
西森千鶴子 (岡垣クラブ) 諸熊久美子 (テニスフレンズ）

善明　朋子 (岡垣クラブ) 染木枝里子 (フリー)
松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 森田　　緑 (木屋瀬ＴＣ)
宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ) 岩熊　尚子 (木屋瀬ＴＣ)
田辺久仁子 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 因幡　亮子 （グランディールＴＣ）

中山　敏子 (ビバＴＣ) 中田その子 （グランディールＴＣ）

野畑　恵子 (新日鐵住金八幡) 松岡しのぶ (三萩野クラブ)
近藤　裕子 (北九州ウエスト) 栗田　絵美 (三萩野クラブ)
藤田　文子 (穴生ＴＣ) 中山　千春 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)
阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)

谷川伊砂子 (芦屋ＴＣ)
金田　光子 (穴生ＴＣ) 来田　祐子 (穴生ＴＣ)
横溝由紀子 (穴生ＴＣ) 近藤　圭子 (門司ＬＴＣ)
中田三千子 (オンザロード) 豊田　真理 (三萩野クラブ)
福嶋　純子 （グランディールＴＣ） 大山ちづる (久山テニス倶楽部)

山下めぐみ (芦屋ＴＣ) 大川　智子 (くりえいと)
木田　嘉子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
小庄司康江 (オンザロード)
福田　佳代 (オンザロード)
出口　由美 (藍テニスクラブ) ＊やむを得ず棄権される場合は、速やかにお知らせ下さい。

前川美奈子 (穴生ＴＣ)
姫路香洋子 (三萩野クラブ)
竹内由紀子 (グローバルアリーナ)

松本　雅代 (北九州ウエスト)
折元　由紀 (北九州ウエスト)
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　　連絡先：近藤　茂代
　　ＴＥＬ／ＦＡＸ　　093-962-2164

   　   携帯 090-7448-0600
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