
1部リーグ戦（42) 70歳以上

当日決定

1.　 受付でドロー№と種目を言ってプログラムと参加賞を受け取って下さい。

2. 　試合方法　6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

3.　試合はセルフジャッジでロービングアンパイヤがつきます。

4.　ウオーミングアップはサーブ2本のみです。

5.　進行は本部前のオーダーオブプレー掲示板により行います。　

　　３分経過してコートに入らない場合は失格とします。

6.　試合終了後、次に試合のないペア又は勝者が直ちにスコアを報告して下さい。

7.　ボールはダンロップフォートです。

8.　けいれん等自然的体力の消耗による試合の中断は認めません。

9.　テニスウエアーでお楽しみ下さい。（長ズボン可）。

10.　やむを得ず棄権の場合、必ず早めに届出をして下さい。

ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

　　試合数

　　コート面数

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

※駐車場に限りがあります、できる限り公共交通機関をご利用下さい。

第２９回木全杯レディーステニス大会

大　　会　　日　　程

　　リーグ戦の後トーナメントを行います。　　　　

　　（天候その他の理由により変更する場合があります。）　　　　

連絡先　　森田　智保　　携帯090-5747-8295

　　　　　北川　雅子　　携帯090-7468-1584

　　受け付け　8:30　　開会式　9:00　　開会式終了後試合開始

　　ダブルス

トーナメント（13)

2部リーグ戦（45)

　大会注意事項

9月19日（火）
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予備日

９月２０日(水）

トーナメント（7)



蓑田実枝 （テニスDIVO） 村山悟子 （田川テニスクラブ）

大松淳子 （テニスDIVO） 吉田利枝 （田川テニスクラブ）

岩下唱子 （門司LTC） 磯部晶子 （門司LTC）

田爪洋子 （門司LTC） 高橋佳代子 （坂村テニスアカデミー）

西藤理絵子 （グランディールTC） 仲田朱美 （豊々クラブ）

平松弓子 （グランディールTC） 久富由香 （北九州ウエスト）

長田圭子 （穴生TC） 杉元小梅 （グランディールTC）

早川幸恵 （北九州ウエスト） 加藤美晴 （グランディールTC）

福澤智子 （芦屋TC） 田崎英子 （テニスDIVO）

島崎裕子 （芦屋TC） 春名美穂 （テニスDIVO）

中山和子 （紫川河畔クラブ） 髙崎和代 （桃園LTC）

柴田敬子 （木屋瀬TC） 松本幸子 （テニス陣原）

羽出山万裕美 （ビバTC） 古小路明美 （門司LTC）

木村美由紀 （ビバTC） 塩田有紀 （テニスDIVO）

渡辺綾 （TS.TRY） 高野真理子 （青山クラブ）

高松麻美子 （TS.TRY） 藤浪妙子 （青山クラブ）

松見トシ子 （三萩野クラブ） 因幡亮子 （グランディールTC）

阿部さなえ （舞ケ丘TC） 中田その子 （グランディールTC）

佐藤敦子 （オーガストTC） 村田紀美子 （TS.TRY）

佐藤絢香 （オーガストTC） 坂田真奈美 （穴生TC）

黒田千恵美 （北九州ウエスト） 本村陽子 （久山TC）

山田久美 （TS.TRY） 蕗谷佐知子 （コスモス古賀）

馬場民子 （ビバTC） 森田緑 （木屋瀬TC）

中尾薫 （ビバTC） 相島祐子 （くりえいとTC）

梅本佳代 （小倉LTC） 近藤圭子 （門司LTC）

橋爪智子 （舞ケ丘TC） 折田料子 （テニスDIVO）

原田真奈美 （坂村テニスアカデミー） 福村久枝 （MJTC）

西村真由美 （坂村テニスアカデミー） 鷲崎小夜子 （芦屋TC）

竹中直子 （北九州ウエスト） 久良知祥子 （田川テニスクラブ）

小手川陽子 （グローバルアリーナ） 小田明子 （KON.TC）

吉田扶美代 （オーガストTC） 清水佳子 （三萩野クラブ）

大坪弘子 （三萩野クラブ） 藤井真理子 （三萩野クラブ）

高住美世子 （三菱マテリアル） 向笠千寿 （豊前クラブ）

行宗和美 （丸山クラブ） 西　　環 （舞ケ丘TC）

加藤裕子 （ビバTC） 中田三千子 （青山クラブ）

尾形尚美 （新日鐵住金八幡） 福嶋純子 （グランディールTC）

原田瓦 （門司LTC） 田中麻里 （テニス陣原）

中原友子 （門司LTC） 守田登美子 （テニス陣原）

水野和美 （KON.TC） 近藤賀恵 （門司LTC）

中野祐子 （KON.TC） 宮崎和子 （門司LTC）

黒木加代子 （テニスDIVO） 宮本こだま （TS.TRY）

福澤明美 （テニスDIVO） 野見山多恵子 （新日鐵住金八幡）

1部仮ドロー
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玉嵜詠子 （くりえいとTC） 迎　敬子 （グランディールTC）

園田和代 （北九州ウエスト） 松井明子 （グランディールTC）

原田秀子 （TS.TRY） 岩本和恵 （門司婦人教室）

江島なぎさ （TS.TRY） 奥村節子 （門司婦人教室）

黒田順子 （テニスDIVO） 藤本桂子 （テニスDIVO）

尾林有紀 （テニスDIVO） 内田ひろみ （テニスDIVO）

中村ますみ （若久TC）

森山至津佳 （ルネサンス福岡香椎）

舌間聡子 （舞ケ丘TC） 柴田直子 （TS.TRY）

山邊由紀子 （舞ケ丘TC） 北田みゆき （TS.TRY）

長谷川みどり （テニスDIVO） 榊　華奈 （Prince Hills）

尾崎由起子 （テニスDIVO） 渡辺貴子 （Prince Hills）

桑原由美子 （紫川河畔クラブ） 水上美咲 （岡垣クラブ）

前原真由美 （紫川河畔クラブ） 村田恵美 （岡垣クラブ）

大垣明子 （グローバルアリーナ） 百田由貴子 （くりえいとTC）

森本華子 （グリーンヒルズITS） 堀谷泉 （くりえいとTC）

戸田とも子 （芦屋TC） 相原雅美 （グリーンヒルズITS）

関岡和子 （北九州TC） 若宮敦子 （三萩野クラブ）

重岡みどり （青山クラブ） 永川宣子 （田川テニスクラブ）

後藤康美 （桃園LTC） 国分展子 （田川テニスクラブ）

松藤清美 （門司婦人教室） 栗田敦子 （グランディールTC）

村岡真美 （門司婦人教室） 藤本涼子 （グランディールTC）

江上由美 （田川テニスクラブ） 藤川裕子 （テニスDIVO）

西畑美千子 （田川テニスクラブ） 宮崎典子 （テニスDIVO）

内山三保子 （ビバTC） 長野幸枝 （門司LTC）

花岡千恵子 （門司LTC） 池田久恵 （門司LTC）

岸川恵子 （TS.TRY） 白石小百合 （グランディールTC）

山崎由紀 （TS.TRY） 佐藤水紀子 （グランディールTC）

高山美代子 （芦屋TC） 新　淳美 （グリーンヒルズITS）

内藤真理子 （芦屋TC） 花田三千代 （舞ケ丘TC）

小手川賀子 （クボッターズ） 片峯美代子 （田川テニスクラブ）

川本弥生 （クボッターズ） 山田陽子 （田川テニスクラブ）

70才以上の部（個人）

1 末松道子 （オーガストTC）

2 原口洋子 （小倉LTC）

3 橋本寛子 （青山クラブ）

4 白石とみえ （紫川河畔クラブ）

5 村元育子 （藤の会）

6 清原昭世 （門司LTC）

7 竹井陽子 （JP門司）

8 豊内サチ子 （足立クラブ）

9 山本砂子 （ローズクラブ）

10 岡本彰子 （足立クラブ）

2部仮ドロー
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