
第 13回ピンクリボン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)℡092－573－4200 

 第 1 日 6 月 23 日(火） 第２日 6 月 24 日（水） 6 月 25 日(木) 

一 般 の 部 リーグ戦(42) 

予選決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(3) 

1R(8), 2R(4), SF(2), F, 3 位決定戦 

ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ     １R(4)SF(2)F(1) 
予備日 

50 歳以上の部 リーグ戦(46)  

予選決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(3) 

1R(8), 2R(4), SF(2), F, 3 位決定戦 

ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ     １R(4)SF(2)F(1) 

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

 第 1 日 6 月 23 日(火） 第２日 6 月 24 日（水） 

一 般 の 部 リーグ戦(39) 

予選決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（3） 

23 日雨天順延の予備日 

福岡会場へ 

50歳以上の部 リーグ戦(33)  

予選決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（1） 

１日目  福岡会場 〔集合時間〕・・・・・・8:45 

北九州会場〔集合時間〕・・・・・8:30 

 

2 日目     

福岡会場 受付 9:30 抽選 9:45 

                決勝トーナメント  ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

大 会 注 意 事 項 

１．種目、ブロック、番号を言って受付けを済ませ、ドローと参加賞を受け取ってください 

２．試合方法は 1 日目：リーグ戦  全試合 1 セットマッチ（ノーアド、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 

ブロックにより 1 位のみ予選決勝あり 

2 日目：トーナメント・・・1 セットマッチ（ノーアド、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）初戦敗者はコンソレーションあり 

☆ 競技ルールは「JTA ルールブック 2015」に準じます  

３．試合方法は天候その他の理由により、変更することがあります 

４．使用球は、ウィルソン US OREN EXTRA DUTY （大会指定球） 

５．試合進行はオーダーオブプレー掲示板により行います 

６． 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下さい 

7．服装はテニスウェアを着用して下さい 

長ズボン、長スパッツ（単色のみ可）着用可。 

ウィルソンウェアに限りロゴの規制はありません。 

その他のメーカーは、ロゴの大きさ､数に注意、 

8．表彰・・・優勝者に日本女子テニス連盟優勝プレート、賞状及び副賞、 

準優勝、ベスト４に賞状及び副賞、ベスト 8 に副賞  

コンソレーションの優勝と準優勝に副賞（一般と 50 歳以上） 

ウイルソンベストドレッサー賞 （ウイルソンブランドをペアで着ている一般と 50 歳以上 2組） 

9．会場を離れるときは本部に申し出てください。無断で会場を離れ、試合の進行に支障を生ずる場合、 

棄権となることがあります 

10．止むを得ず当日棄権される方は、わかり次第ご連絡ください 

11． 問合せ先   福岡会場      月川律子 ℡/Fax0940-43-1711  携帯 090-5721-0228  

            北九州会場    濱村恭子 ℡/Fax 093-881-8352  携帯 090-3325-8592   

 

☆ ２種目の優勝ペアは全国大会へ出場（優勝 2 ペアを 1 チームとする団体戦） 

   平成 27 年 10月 20(火)～21 日(水)   荏原湘南スポーツセンター(神奈川県藤沢市) 



第13回ピンクリボンレディーステニス大会　福岡県大会　仮ドロー　　北九州会場　　　　

【一般の部】
仲間さゆり (三萩野クラブ) 芳賀　陽子 (芦屋ＴＣ) 野田　優美 (三萩野クラブ)

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 田添　陽子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
蓑田　実枝 (テニスＤＩＶＯ) 須藤ツヨ子 (ＫＯＮ．ＴＣ) 河野由美子 (北九州ウエスト)
福澤　明美 (テニスＤＩＶＯ) 川上かおる (ＫＯＮ．ＴＣ) 安部　敬子 (穴生ＴＣ)
福澤　智子 (芦屋ＴＣ) 平野　紀香 (三萩野クラブ) 秋永　理恵 (田川ＴＣ)
黒田千恵美 （北九州ウエスト） 坂田真奈美 (穴生ＴＣ) 原田真奈美 (スマッシュＴＣ)

松本　淳子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)
折元　由紀 (北九州ウエスト) 宮島みゆき (テニスＤＩＶＯ)

竹ノ脇直美 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 松本　雅代 (北九州ウエスト)
道脇　知恵 (ＴＴＣ) 中島美津子 (新日鐵住金八幡)
堀江美也子 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 橋爪　智子 (舞ヶ丘ＴＣ） 川口千佐子 (小倉ＬＴＣ)
高尾　美子 (三萩野クラブ) 日高　玲子 (芦屋ＴＣ) 大谷　道子 (オンザロード)
市川　馨子 （グランディールＴＣ） 岩熊　尚子 (木屋瀬ＴＣ) 田辺久仁子 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)
平松　弓子 （グランディールＴＣ） 橋田由美子 (ＴＴＣ)
板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 谷川伊砂子 (芦屋ＴＣ)

久保川美智子 (北九州ＴＣ) 村山　悟子 (田川ＴＣ) 森田　　緑 (木屋瀬ＴＣ)
久良知祥子 (田川ＴＣ) 藤山　敦子 (門司ＬＴＣ)
近藤　裕子 (北九州ウエスト) 古小路明美 (門司ＬＴＣ)

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 村田紀美子 (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)
河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 小庄司康江 (オンザロード)
吉田　利枝 (田川ＴＣ) 福田　佳代 (オンザロード) 木村　京子 (テニスＤＩＶＯ)
中野　祐子 (ＫＯＮ．ＴＣ) 神田　美幸 (Ｔ　Ｕ　Ｎ　Ｃ)
栗田　絵美 (三萩野クラブ) 甲斐　　忍 (Ｔ　Ｔ　Ｃ) 西田　富子 （紫川河畔クラブ）
松岡しのぶ (三萩野クラブ) 佐々木恵美 (ＴＴＣ) 杉元　和世 （紫川河畔クラブ）
梅本　佳代 (小倉ＬＴＣ) 因幡　亮子 （グランディールＴＣ） 森光　真澄 (ネクストワールド)
藤田恵美子 (オンザロード) 中田その子 （グランディールＴＣ） 小串　節子 (小倉ＬＴＣ)

小森　久美 (門司ＬＴＣ) 長崎　利恵 (北九州ＴＣ)
中原　友子 (門司ＬＴＣ) 前川美奈子 (穴生ＴＣ)

池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ)
道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
中田三千子 (オンザロード) 本田　久実 (テニスＤＩＶＯ)
福嶋　純子 （グランディールＴＣ） 森田　智保 (門司ＬＴＣ)
花房三千代 (北九州ウエスト) 瀬戸口　薫 (芦屋ＴＣ)
竹中　直子 (北九州ウエスト) 宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ)
相島　祐子 (くりえいと) 金田　光子 (穴生ＴＣ) 大槻　良子 (穴生ＴＣ)
藤田　文子 (穴生ＴＣ) 横溝由紀子 (穴生ＴＣ) 田中エイ子 (北九州ウエスト)

池田　久恵 (門司ＬＴＣ)
平田美津子 (門司ＬＴＣ) 中山　千春 (Ｔ　Ｔ　Ｃ)

山田　透予 (オンザロード) 清水　佳子 (三萩野クラブ) 片山　広美 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
若狭　祐子 (新日鐵住金八幡) 藤井真理子 (小倉ＬＴＣ) 上田貴代実 (三萩野クラブ)
河原　智恵 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ) 村上津留子 (三菱マテリアル)
友尾由紀子 (豊前クラブ) 福田美知恵 (穴生ＴＣ)
小坂　裕紀 (テニスＤＩＶＯ) 山﨑　陽子 (コスモス古賀) 高野　順子 (テニスＤＩＶＯ)
廣吉　陽子 (テニスＤＩＶＯ) 角田久美恵 (ネクストワールド)

早川　幸恵 (北九州ウエスト)
阿島　佳代 (芦屋ＴＣ) 入江　千里 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞＩＴＳ)
善明　朋子 (岡垣クラブ) 松見トシ子 (三萩野クラブ)
近藤　圭子 (門司ＬＴＣ) 熊田夕美子 (小倉ＬＴＣ)
豊田　真理 (三萩野クラブ) 佐藤　敦子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
久冨　由香 (北九州ウエスト) 高橋　美子 (テニスＤＩＶＯ)
仲田　朱美 (豊々クラブ)

　※記載の氏名、所属クラブに誤りが有りましたら下記までご連絡下さいますようお願いします
連絡先：濵村　恭子　　　電話/FAX 093-881-8352  携帯 090-3325-8592

　※やむを得ず棄権される場合は下記までご連絡下さいますようお願いします　　
連絡先：久保田哲子　　　電話/FAX 093-601-6875  携帯 090-7478-0710
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