
第 13回           レディーステニストーナメント 2017 

主催：日本女子テニス連盟福岡県支部  

協賛：株式会社ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

大  会  日  程 

〔会場〕  春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ（砂入り人工芝）  （TEL 092-573-4200） 

 4 月 26 日（水） 4 月 27 日(木) 4 月 28 日（金） 

オープン ﾘｰｸﾞ戦(66) 1R(8)・QF(4)・SF(2)・F・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ  

予 備 日 初 中 級 リーグ戦(24)・予選決定戦(2) 1R(4)・SF(2)・F・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 

55 歳以上 リーグ戦(30)・予選決定戦(3) 1R(4)・SF(2)・F・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 

 オープンクラス・55 歳以上 A・B 8：45 集合 55 歳以上 C~H 11:00 集合 

 初 中 級 ク ラ ス 11:00 集合    

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

 4 月 26 日（水） 4 月 27 日(木) 

オープン リーグ戦(33)・予選決定戦(1)  

福岡会場へ 初 中 級 リーグ戦(27)・予選決定戦(4) 

55 歳以上 リーグ戦(15)・予選決定戦(1) 

 9:00 開会式 

 

大 会 注 意 事 項 

１．ブロック、ドロー番号を言って受付を済ませ、パンフレットを受け取ってください 

２．試合方法は  3 チーム 1-2,2-3,1-3 4 ﾁｰﾑ 1-2,3-4,1-3,2-4,1-4,2-3 

◇3 ﾁｰﾑ・4 ﾁｰﾑによるリーグ戦の後、種目によっては決定戦有,2 日目はﾄｰﾅﾒﾝﾄ初戦敗者ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ有 

◇１セットマッチ（ノーアドバンテージ方式） ウオーミングアップはサーブ 4 本 

※天候その他の理由により変更することがあります 

３．ダンロップ・スリクソンのラケット又はシューズを使用してください。バボラのラケットはマイラケット

になりません    (当日用意してある試打用ラケットの使用も可能です） 

４．使用球はダンロップフォート 

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．試合終了後は次に試合のないペアが直ちにスコアを報告してください 

７．服装は自由に楽しんでください 

８．競技ルールは日本テニス協会の｢ルールブック 2017｣に準じます 

９．表彰は、ﾍﾞｽﾄ４から、ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝは優勝のみ、全員にお楽しみ抽選があります。 

10．駐車場の開門は春日公園 8 時 30 分、三萩野コート 8:00 です 

11．仮ドローに、名前や所属クラブの間違いなどがありましたら、ご連絡ください 

12．やむを得ず棄権される場合は、速やかにお知らせ下さい 

連絡先：福岡地区  西田 聖子 携帯 090-4249-8614 

北九州地区 北川 雅子 携帯 090-7468-1584 

13．天候不良時の問い合わせ 福岡地区 月川律子 090-5721-0228 西田聖子 090-4249-8614 

                            北九州地区 藤山敦子 080-1737-8296 北川雅子 090-7468-1584 



第１３回ダンロップレディーステニストーナメント 仮ドロー 北九州会場

木場田美津子 （オーガストＴＣ） 蓑田実枝 （テニスＤＩＶＯ）
仲間さゆり （三萩野クラブ） 大松淳子 （テニスＤＩＶＯ）
金森博美 （舞ヶ丘ＴＣ） 中田三千子 （青山クラブ）
中山敏子 （ビバＴＣ） 住本裕子 （青山クラブ）
古小路明美 （門司LTC) 山田久美 （TS.TRY)
小坂裕紀 （テニスＤＩＶＯ） 青木美香 （TS.TRY)
大茂繭子 （オーガストＴＣ）
小山美江 （穴生ＴＣ）

福澤智子 （芦屋ＴＣ）
福澤明美 （テニスＤＩＶＯ）

松山絹恵 （ＴＴＣ) 市川磬子 （グランディールTC)
増本尚子 （テニスＤＩＶＯ） 平松弓子 （グランディールTC)
加藤裕子 （ビバＴＣ） 園田和代 （北九州ウエスト）
中澤久美子 （ビバＴＣ） 小手川陽子 （グローバルアリーナ）

谷川伊砂子 （芦屋TC)
野見山多恵子 （新日鐵住金八幡）
板東すずこ （オーガストＴＣ） 因幡亮子 （グランディールTC)
青木里佳 （北九州ウエスト） 中田その子 （グランディールTC)

江上由美 （田川テニスクラブ）
永川宣子 （田川テニスクラブ）

安部智美 （エスタインドアＴＣ) 原田真奈美 （坂村ＴＡ）
竹ノ脇直美 （ＴＴＣ) 西村真由美 （坂村ＴＡ）
橋爪智子 （舞ヶ丘ＴＣ）
中島美津子 （新日鐵住金八幡）
本田久実 （テニスＤＩＶＯ） 折田料子 （テニスＤＩＶＯ）
片山広美 （オーガストＴＣ） 塩田有紀 （テニスＤＩＶＯ）
吉岡かをる （ＴＴＣ) 竹石京子 （北九州ＴＣ）
山崎陽子 （コスモス古賀） 峯登志恵 （芦屋ＴＣ）

江島なぎさ （TS.TRY)
原田秀子 （TS.TRY)

道中ゆかり （オーガストＴＣ）
尾前美香 （自由ヶ丘ＴＣ）
小野朱美 （新日鐵住金八幡） 金子良江 （テニスＤＩＶＯ）
善明朋子 （岡垣クラブ） 坂田真奈美 （穴生ＴＣ）
山下めぐみ （芦屋ＴＣ） 髙崎和代 （桃園LTC)
前川美奈子 （穴生ＴＣ） 松本幸子 （テニス陣原）
畑田節子 （グローバルアリーナ） 竹内かおり （グリーンヒルズITS)
西尾展恵 （坂村TA) 木川久美子 （舞ヶ丘TC)

金田光子 （穴生ＴＣ） 竹中直子 （北九州ウエスト）
横溝由紀子 （穴生ＴＣ） 花房三千代 （北九州ウエスト）
田添陽子 （オーガストＴＣ） 尾崎由起子 （テニスＤＩＶＯ）
芳賀陽子 （芦屋ＴＣ） 長谷川みどり （テニスＤＩＶＯ）
中山千春 （ＴＴＣ) 国分展代 （田川テニスクラブ）
河原智恵 （ビバＴＣ） 山田陽子 （田川テニスクラブ）

河本満理 （オーガストＴＣ） 仲田朱美 （豊々クラブ）
吉元里美 （門司ＬＴＣ） 村田紀美子 （TS.TRY)
長尾弘子 （ビバＴＣ） 黒田順子 （テニスＤＩＶＯ）
木村美由紀 （ビバＴＣ） 尾林有紀 （テニスＤＩＶＯ）
梅本佳代 （小倉ＬＴＣ） 吉田利枝 （田川テニスクラブ）
藤田恵美子 （オンザロード） 中野祐子 （ＫＯＮ．ＴＣ）
松本早苗 （新日鐵住金八幡）
松本淳子 （グリーンヒルズITS)

山本文子 （三萩野クラブ）
若宮敦子 （三萩野クラブ）
近藤圭子 （門司ＬＴＣ）
瀬戸口薫 （芦屋ＴＣ）
田崎英子 （テニスＤＩＶＯ）
春名美穂 （テニスＤＩＶＯ）
久寿米木るみ子 （オーガストTC)
近藤裕子 （北九州ウエスト)

初中級オープンクラス
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第１３回ダンロップレディーステニストーナメント 仮ドロー 北九州会場

佐藤敦子 （オーガストＴＣ）
木田嘉子 （オーガストＴＣ）
吉武さくら （北九州ウエスト）
宮本こだま （TS.TRY)
坂下保子 （三萩野クラブ）
春藤恵子 （三萩野クラブ）

首藤美津子 （北九州TC)
出光聡子 （テニスDIVO)
後藤康美 （桃園クラブ）
福嶋純子 （グランディールTC)
大坪弘子 （三萩野クラブ）
森光真澄 （ネクストワールド）
長田圭子 （穴生ＴＣ）
早川幸恵 （北九州ウエスト）

田中エイ子 （北九州ウエスト）
大槻良子 （穴生ＴＣ）
原田亙 （門司LTC)
中原友子 （門司LTC)
神田美幸 （TUNC)
村山悟子 （田川テニスクラブ）

角田久美恵 （ネクストワールド）
安井典子 （ＩＴＳ九州）
清水佳子 （三萩野クラブ）
藤井真理子 （三萩野クラブ）
江頭洋子 （TTC）
岡山ゆかり （テニスDIVO)
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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下さい。

連絡先：北川 雅子 ＴＥＬ/ＦＡＸ 093-961-1484

携帯 090-7468-1584


