
第1日　10月 11日（水） 第2日　10月12日（木） 10月13日（金）
一　般 リーグ戦(57) 予選決勝（ 5） 1R( 4) SF( 2) F・3位決定戦

50歳以上 リーグ戦(42) 予選決勝( 5） 1R( 4) SF( 2) F・3位決定戦

60歳以上 リーグ戦(15) 1R( 2) SF( 2)  F

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50歳以上（C～J）　⇒　　11:30

第1日　10月 11日（水） 第2日　10月12日（木）

一　般
リーグ戦(30) 予選準決勝（ 3）

予選決勝（ 3）

50歳以上 リーグ戦(18) 予選決勝( 3)

60歳以上 リーグ戦(12)

大会注意事項
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
2．集合時間までに受付を済ませてください
3．試合方法
　＊全試合ノーアドバンテージスコアリング方式です(セットブレイク方式を採用します。)

　　１日目　予選リーグ　全種目　６ゲーム先取
＊リーグ戦の順番は３チームのところは①１－２、②１－３、③２－３で行います
　４チームのところは①１－２、②３－４、③１－３、④２－４、⑤１－４、⑥２－３で行います

　　２日目　県決勝大会（トーナメント）
　　　【一般】
　　　　　　　１R　8ゲームズプロセット（8ゲームズオールタイブレーク)
　　　　　　　準決勝、決勝、３位決定戦は
　　　　　　　2タイブレークセット、ファイナルセット(10ポイント)マッチタイブレーク

　　　【５０歳以上　６０歳以上】
　　　　　　　8ゲームズプロセット(8ゲームズオールタイブレーク)

（但し、６０歳の部　１Ｒは１セットマッチとする）
　　　　　　　＊天候その他の諸事情により変更することがあります

4．ウォーミングアップはサーブ4本のみで、直ちに試合を始めてください
5．審判はセルフジャッジで行います。（但し、準決勝からソロチェアアンパイアがつきます）
6．ボールはダンロップフォート・イエローです
7．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
　　W.O負けとなることがあります。OOPに注意してください
8．次の試合の人は、ドローナンバーの若い人が本部でボールを受け取り、試合が終了したら勝者は
　　直ちに本部にスコアを報告してください
9．テニスウェアを着用してください。（ロゴ注意、全種目長ズボン、スパッツ可）
　　「レフェリーが不適当と判断した服装は注意をします」（マスク不可）
10．会場を離れ、試合の進行に支障を生ずる場合は失格になることもあります
11．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
12．この大会は「JTAテニスルールブック２０１７」に準じて行われます
13．止むを得ず棄権の場合、必ず早めに届け出をして下さい

連絡先　 　    福岡会場　　：　丸野　倫子　  　  TEL.FAX 0942－43－8994   携帯 090-7985-0732

北九州会場 ：　増本　尚子         TEL.FAX 093－777－3918   携帯 090-7892-4030

☆ 九州大会は11月2１日(火)　2２日(水）

福岡県「博多の森テニス競技場」で開催されます　（ＴＥＬ ０９２－６１１－１５４４）

  1日目　【北九州会場】　　試合開始　 一般・５０歳の部・６０歳の部　⇒　９：００

北九州会場　北九州市営三萩野庭球場（砂入り人工芝）　　　（℡ 093-951-3950）

大　会　日　程

第３２回九州ブロックレディーステニス大会　福岡県予選

予　備　日

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）

2日目は福岡会場

  1日目　【福岡会場】　受付 ：  一般 ・ 50歳以上（A～B） ・ 60歳以上　　⇒　　8:45



第32回九州ﾌﾞﾛｯｸレディーステニス大会　　福岡県予選 　仮ドロー　福岡会場

陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 【一般の部】

石田　みゆき （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

Ａ 奥野　歩 (エスタインドアTC) 佐藤　純子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

田浦　めぐみ (テニスフレンズ) 吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

中村　ますみ （若久TC） 藤本　恵子 (エスタインドアTC)

森山　至津佳 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 水田　美和子 (エスタインドアTC)

山脇　未央子 （ファミリーTC）

大山　ちづる （久山テニス倶楽部） 鶴﨑　尚子 （若久TC）

白鳥　陽子 （ くりえいとTC ） 豊福　由美子 (大野城ＴＡ)

堂園　敬子 （ハヌル） 武田　尚子 （スプラージ）

Ｂ 畑島　早知子 （ハヌル）

御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

枝松　利花 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 辻　優美 （カサブランカ）

平田　尚美 (エスタインドアTC) 村岡　登紀子 （カサブランカ）

野田　佳代子 （スプラージ） 宅野　道子 （久山テニス倶楽部）

小林　直美 （コスモス古賀）

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 山下　亜矢子 （スプラージ）

山内　千雪 (エスタインドアTC) 柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　)

松下　由紀子 （コスモス古賀） 井上　信香 (Love & Fight)

Ｄ 小森　本子 （コスモス古賀） 加藤　智美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

渡邉　直美 （スプラージ）

田中　恵子 （スプラージ）

田中　章子 (大野城ＴＡ) 永留 恵里奈 （ Ｔタイム ）

池田　麻子 ( ｉｆ　ＴＣ　) 前原　春美 （油山ＴＣ）

牧山　正子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

太田　香穂里 （スプラージ） 肥山 つや子 （スプラージ）

本田　真紀子 （スプラージ） 加藤　麗 (エスタインドアTC)

相島　祐子 （ くりえいとTC ） 吉田　咲子 (エスタインドアTC)

Ｄ 髙本　由美 （自由ヶ丘ＴＣ） 下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　)

蒲谷　未来 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　)

廣瀬　知子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

田中　康子 （ フォーライフ ）

石原　明子 (クラブCB) 高田　久美 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

小木曽　るりこ (クラブCB)

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 松崎　裕子 （若久TC）

町田　将子 （スプラージ） 田尻　征子 （若久TC）

井口　三和 （ フォーライフ ） 高崎　映美 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

E 松野　文代 （キロメキＴＣ） 中本　恵美 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

後藤　由美子 （ ＩＴS九州 ） 西嶋　月美 （コスモス古賀）

秋山　裕美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 松永　美保子 (テニスフレンズ)

立花　美佐江 （スプラージ）

印部　直子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

20 末永　真里 (クラブCB)

古賀　奈央 (クラブCB)

21 甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

Ｆ 大野　智恵子 （スプラージ） 記載の氏名・所属団体に間違いがありましたら下記までご連絡下さい

22 蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 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

竹内　由紀子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 連絡先：近藤弘美 携 帯 090-4510-9503

23 石丸　あかり （スプラージ）

村上　由美子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
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第32回九州ﾌﾞﾛｯｸレディーステニス大会　　福岡県予選 　仮ドロー　福岡会場

【５０才以上の部】 ☆

西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 倉富　加代 (テニスフレンズ)

重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

松永　千恵美 （志免町テニス協会） 小柳　みさ代 （スプラージ）

山田　秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　) H 瓦田　摩紀 （スプラージ）

柴田　美子 （スプラージ） 中村　國子 （志免町テニス協会）

冨永　智恵美 ( NC-TC ) 平川　照美 （志免町テニス協会）

宮原　佳珠子 (大野城ＴＡ)

花園　多恵子 （油山ＴＣ）

山口　亮子 （スプラージ）

野見山あずみ （若久TC） 米里　真彩子 （西福岡ＴＣ）

島　恭子 （ フォーライフ ） 小川　さゆり （若久TC）

遠山　昭子 （ フォーライフ ） 片山　恵子 （スプラージ）

福崎　瑞江 ( NC-TC ) 島田　奈穂美 （スプラージ）

茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ） 原　泰子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

河野　美津子 （ 福間ＴＣ ） 財津　万里子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

田中　綾子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）

宮崎　貴子 （油山ＴＣ）

日野　朋子 （スプラージ） 浜口　知子 （油山ＴＣ）

羽子田　朋子 （スプラージ） 中山　牧子 (大野城ＴＡ)

Ｃ 9 井上　いち子 (Love & Fight) 野口　貴三子 （スプラージ）

光山　史苗 (Love & Fight) 式町　弘美 （ パレア ）

10 山内　久美子 （ ＩＴS九州 ） 石井　希三子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

新形　光子 （ ＩＴS九州 ）

原田　久美子 （スプラージ） 【６０才以上の部】
柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

林　富美子 （ フォーライフ ） 1 百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

D 冨田　美由紀 （ フォーライフ ） 相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

井本　祥子 （ くりえいとTC ） 2 小倉　了子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

畑中　美幸 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 阿部　孝子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ） 山下　京子 （志免町テニス協会）

後藤　美香 （ チームＣＯＳ ） 下畑　愛子 ( ｉｆ　ＴＣ　)

井上　典子 （スプラージ） 4 古田　加代 ( ｉｆ　ＴＣ　)

禅院　加代好 （スプラージ） 朝長　喜美子 （九州国際ＴＣ）

E 篠原　恵子 （ハヌル） 5 矢野　和代 (大野城ＴＡ)

藤田　美代子 （若久TC） 隈　　博子 （ 長住ＴＣ ）

間地　容子 （ フォーライフ ） 相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

小田原　佳代 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

久浦　登代子 (大野城ＴＡ) 7 深川　英子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

竹本　恵美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ）

石橋　明子 (春日西TC) 8 新城　洋子 ( ｉｆ　ＴＣ　)

F 橋詰　久美 （若久TC） 南里　真知子 ( Ｗｉｎｇ)

片山　幸代 （スプラージ） 志方　通子 (Love & Fight)

圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

内田　優子 (Love & Fight)

天野　清美 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 10 有村　成子 (大野城ＴＡ)

黒岩　園子 （ ラリーメイ ト）

亀井　浩美 (大野城ＴＡ) 11 三苫　照美 （ 筑紫ＡＭＩ ）

牟田　麻由美 (大野城ＴＡ) 萩　眞澄 （ 筑紫ＡＭＩ ）

G 高橋　美和子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 髙田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

丸田　純子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 豊田　邦子 （太宰府ＴＣ）

城戸　裕子 （スプラージ） 東　　恭子 （コスモス古賀）

瓜生　由香利 （スプラージ） 井上　泰代 （コスモス古賀）
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