
大  　会  　日  　程

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）

１１月　４日（水） １１月　５日（木）

豆腐美人クラス
リーグ戦（４５）
１位、２位、３位トーナメント１Ｒ

ＱＦ・ＳＦ・Ｆ

GOGO梅美人クラス リーグ戦（１０） 

　　　　　　　　　１１月５日 (木)　ＧＯＧＯ梅美人クラス　９：００

大会注意事項

2．開会式までにチームの代表者は受付でオーダー用紙を受け取り記入を

　　済ませてください　（当日１名の変更可能）

3．試合方法

　　　但し、対戦が１－１になった場合は、代表ペアによる７ポイント先取のタイブレーク

※トーナメントは当日抽選で決めます（リーグ選終了次第行います）

4．ウォーミングアップは、初戦のみサーブ３本で、直ちに試合を始めてください

6.ボールはブリヂストン XT8

7.ウエアは自由にお楽しみ下さい　（顔マスクは不可）

8．試合進行はオーダーオブプレー掲示板(OOP)により行います。5分経過後もコートに

　入らない場合は、W.O負けとなることがあります。OOPに注意してください

９．表彰は、豆腐美人クラス；トーナメントベスト４まで。

　　　　　　GOGO梅美人クラス；トーナメント準優勝まで。

10．障害等の応急措置は主催者側で行いますが、その他の責任は負いません

11．この大会は「JTAテニスルールブック２０１５」に準じて行われます

21．止むを得ず棄権の場合、必ず早めに届け出をして下さい

22．駐車場に限りがあります。公共交通機関のご利用をお願い致します。　

      連絡先：久保田哲子　TEL/FAX 093-601-6875 　携帯  080-3900-6875

　　　　　　　濵村　恭子　TEL/FAX 093-881-8352   携帯　090-3325-8592

※リーグ戦の順番は①1-2,　②1-3,　③2-3で行います

※天候その他の諸事情により変更することがあります　　

5．審判はセルフジャッジで行います。ベンチコーチ・応援は認めます

第4回　梅の花レディースカップ　北九州会場　　

1．雨天の場合は順延することがありますが、雨天でも集合してください

　　＊全試合　６ゲーム先取。ノーアドバンテージスコアリング方式です.

　代表ペアは各チームから１名づつ。同じペアは不可。

　オーダー用紙は対戦の前に、相手チームと交換してください

【北九州会場】　　１１月４日（水）受付　８：３０　　開会式　８：５０
試合開始；豆腐美人クラス　Ａ～Ｌ ９：００　Ｍ～Ｏ １２；００



第4回　梅の花レディースカップ　仮ドロー　　　　北九州会場　　　　　　

《豆腐美人クラス》
Ａブロック Ｅブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 № チーム名 選　手　名 所　属

松本　雅代 (北九州ウエスト) 木田　嘉子 (オーガストTC)

折元　由紀 (北九州ウエスト) 吉元　里美 (門司LTC)

蓑田奈津巳 (北九州ウエスト) 小野　朱実 (新日鐵住金八幡)

斉藤麻佐子 (オーガストTC) 河本　満理 (オーガストTC)

江上　由美 (田川TC) 国分　展代 (田川TC)

片峯美代子 (田川TC) 永川　宣子 (田川TC)

花田美紀子 (ｉｆＴＣ) 尾崎由紀子 (テニスDIVO)

福澤　明美 (テニスDIVO) 蓑田　実枝 (テニスDIVO)

木村美由紀 (ビバTC) 市川　馨子 (グランディールTC)

姫路香洋子 (三萩野クラブ) 平松　弓子 (グランディールTC)

高橋　圭子 (ビバTC) 因幡　亮子 (グランディールTC)

河原　智恵 (グリーンヒルズITS) 中田その子 (グランディールTC)

Ｂブロック Ｆブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 № チーム名 選　手　名 所　属

宮島みゆき (テニスDIVO) 吉田扶美代 (オーガストTC)

増本　尚子 (テニスDIVO) 野田　優美 (三萩野クラブ)

南　陽子 (テニスDIVO) 田添　陽子 (オーガストTC)

竹ノ脇直美 (ＴＴＣ) 道中ゆかり (オーガストTC)

中林　美江 (グリーンヒルズITS) 須藤ツヨ子 (ＫＯＮ．ＴＣ)

ドレスコード 谷口　規子 (グリーンヒルズITS) 内ち気な 水野　和美 (ＫＯＮ．ＴＣ)

FILA 竹内かおり (グリーンヒルズITS) 5姉妹 川上かおる (ＫＯＮ．ＴＣ)

渡辺久美子 (グリーンヒルズITS) 小田　明子 (ＫＯＮ．ＴＣ)

竹中　直子 (北九州ウエスト) 田辺久仁子 (ＴＴＣ)

花房三千代 (北九州ウエスト) 湯葉揚げ 坂田真奈美 (穴生TC)

豊田　真理 (三萩野クラブ) 好きっちゃね 中山　敏子 (ビバTC)

近藤　圭子 (門司LTC) 廣吉　陽子 (テニスDIVO)

Ｃブロック Ｇブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 № チーム名 選　手　名 所　属

本田　久実 (テニスDIVO) 板東すずこ (オーガストTC)

仲間さゆり (三萩野クラブ) 橋田由美子 (ＴＴＣ)

木場田美津子 (オーガストTC) 金田 光子 (穴生TC)

松本　淳子 (グリーンヒルズITS) 横溝由紀子 (穴生TC)

福澤　智子 (芦屋TC) 山崎 由紀 (ＴＳ.ＴＲＹ)

フラワー 島崎　裕子 (芦屋TC) 岸川 恵子 (ＴＳ.ＴＲＹ)

エイコウエン 迎　敬子 (グランディールTC) 柴田 直子 (ＴＳ.ＴＲＹ)

草野　文枝 (グランディールTC) 北田みゆき (ＴＳ.ＴＲＹ)

木川久美子 (舞ヶ丘TC) 坂下 保子 (三萩野クラブ)

花田三千代 (舞ヶ丘TC) 年の差２２ 堀江美也子 (グリーンヒルズITS)

舌間　聡子 (舞ヶ丘TC) 頑張んべ～ 高尾 美子 (三萩野クラブ)

久家愉美子 (舞ヶ丘TC) 磯田 敬子 (小倉LTC)

Ｄブロック Ｈブロック

チーム名 選　手　名 所　属 № チーム名 選　手　名 所　属

村山　悟子 (田川TC) 吉岡かをる (ＴＴＣ)

角田久美恵 (ネクストワールド) 大塚さつき (ネクストワールド)

田中菜美子 (田川TC) 谷川伊砂子 (芦屋TC)

久良知祥子 (田川TC) 山下めぐみ (芦屋TC)

松本　幸子 (穴生TC) 川本　弥生 (クボッターズ)

住本　裕子 (オンザロード) 長谷川みどり (クボッターズ)

中田三千子 (オンザロード) 柳下　広子 (クボッターズ)

福嶋　純子 (グランディールTC) 増原れい子 (クボッターズ)

村田紀美子 (ＴＳ.ＴＲＹ) 柴田　敬子 (木屋瀬TC)

宮本こだま (ＴＳ.ＴＲＹ) 髙﨑　和代 (桃園TC)

鷲崎小夜子 (芦屋TC) 大茂　繭子 (オーガストTC)

瀬戸口　　薫 (芦屋TC) 小山　美江 (穴生TC)
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Ｉブロック Ｍブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 № チーム名 選　手　名 所　属

前川美奈子 (穴生TC) 神田 美幸 (ＴＵＮＣ)

梅の花部屋 城　　明里 (穴生TC) 木村 京子 (テニスDIVO)

どすこい 松山　絹恵 (ＴＴＣ) 池永 三枝 (テニスDIVO)

小柳　玲子 (グランディールTC) 山崎充代子 (テニスDIVO)

関岡　信子 (ＴＳ.ＴＲＹ) 安部 敬子 (穴生TC)

山田　久美 (ＴＳ.ＴＲＹ) 薬師寺伊都子 (穴生TC)

渡邊　　綾 (ＴＳ.ＴＲＹ) 河野由美子 (北九州ウエスト)

高松麻美子 (ＴＳ.ＴＲＹ) 藤波 律子 (新日鐵住金八幡)

守田登美子 (テニス陣原) 圓山くるみ (ロイヤルグリーン)

森田美由紀 (北九州TC) 片山 幸代 (ロイヤルグリーン)

野見山石子 (テニス陣原) 湯瀬 恭子 (スプラージ)

藤見　淳子 (テニス陣原) 湯之前恭子 (ジョビアン)

Ｊブロック Ｎブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 選　手　名 所　属

梅本　佳代 (小倉LTC) 片山広美 (オーガストTC)

竹田　清美 (ＫＯＮ．ＴＣ) 佐藤敦子 (オーガストTC)

岡山ゆかり (テニスDIVO) 中山千春 (ＴＴＣ)

橋爪　智子 (舞ヶ丘TC) 高橋美子 (テニスDIVO)

吉田　利枝 (田川TC) 上野久美子 (グリーンヒルズITS)

吉村　郁子 (田川TC) ＋300円で 春名美穂 (テニスDIVO)

中山真由美 (北九州ウエスト) パフェに 角本昌子 (グリーンヒルズITS)

吉武さくら (北九州ウエスト) 谷川ゆかり (グリーンヒルズITS)

岩熊　尚子 (木屋瀬TC) 牛島めぐみ (北九州TC)

森田　　　緑 (木屋瀬TC) 首藤美津子 (北九州TC)

入江　千里 (グリーンヒルズITS) 早川幸恵 (北九州ウエスト)

日高　玲子 (芦屋TC) 長崎利恵 (北九州TC)

Ｋブロック Ｏブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属 選　手　名 所　属

善明朋子 (岡垣クラブ) 森光 真澄 (ネクストワールド)

大槻良子 (穴生TC) 小串 節子 (小倉LTC)

藤田文子 (穴生TC) 出光 聡子 (テニスDIVO)

来田祐子 (穴生TC) 田中エイ子 (北九州ウエスト)

内山三保子 (ビバTC) 西　 　環 (舞ヶ丘TC)

加嶋節子 (ビバTC) 久持 彩子 (豊前クラブ)

横井磯美 (新日鐵住金八幡) 向笠 千寿 (豊前クラブ)

矢野千加子 (グリーンヒルズITS) 岩田 京子 (豊前クラブ)

久冨由香 (北九州ウエスト) 竹内由紀子 (グローバルアリーナ)

三代目 仲田朱美 （豊々クラブ） 仮屋 尚子 (くりえいと)

ストローカーズ 大松淳子 (テニスDIVO) 堀谷  泉 (くりえいと)

尾形尚美 (グリーンヒルズITS) 相島 祐子 (くりえいと)

Ｌブロック

№ チーム名 選　手　名 所　属

中原友子 （門司LTC) № チーム名 選　手　名 所　属

向野晴美 （門司LTC) 宮崎和子 (門司婦人教室)

小森久美 （門司LTC) 近藤賀恵 （門司LTC)

古小路明美 （門司LTC) 野田悦子 (門司婦人教室)

原田真奈美 (スマッシュTC) 松藤清美 (門司婦人教室)

西村真由美 (スマッシュTC) 村上津留子 (三菱マテリアル)

秋永理恵 (田川TC) 熊田夕美子 (小倉LTC)

江藤登茂 (田川TC) 松見トシ子 (三萩野クラブ)

光澤寿絵 (藍TC) 上田貴代美 (三萩野クラブ)

加藤智美 (コロニーグローブ) 菅中万里子 (ビバTC)

宮原佳珠子 (大野城TA) 青木直美 (ビバTC)

橋本由美 (自由が丘TC) 磯部晶子 （門司LTC)

藤木芳子 (小倉LTC)

池田久恵 （門司LTC)

＊記載の氏名、チーム名に誤りが有りましたらご連絡下さい。 長野幸枝 （門司LTC)

　やむを得ず棄権される場合は、速やかにお知らせ下さい・ 花岡千恵子 （門司LTC)

　連絡先：濵村　恭子　TEL/FAX 093-881-8352  藤田さとみ (テイクオフ)

　　　　　　　　　　　　携帯 090-3325-8592 本村　照子 （足立クラブ）

近藤　茂代 (ＫＯＮ．ＴＣ)

山本　容子 (北九州ウエスト)

堀口　雅恵 (北九州ウエスト)

フリーズ

《ＧＯＧＯ梅美人クラス》
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ハッピネス

ベイビーステップ

運気あガールズ

ゴットマザー

あるがままんず

チーム原西秋江？

コードブルース
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26 ピーチガールズ

木綿のハン丁トーフ

梅色クローバーゼット
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5 照子の大部屋

湯葉ー婆

イソフラボンボン

アメージング４

笑顔でふりふり
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なでしこMJ

みなみ区の仲間達

ビビット

私達って加齢
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