
第1日　10月 ２３日（火） 第2日　10月２４日（水） 10月２５日（木）
一　般 リーグ戦(36) 予選決勝（ 5） 1R( 4) SF( 2) F・3位決定戦

50歳以上 リーグ戦(30) 予選決勝( 3） 1R( 4) SF( 2) F・3位決定戦

60歳以上 リーグ戦(9) 1R( 2) SF( 2)  F

第1日　10月 ２３日（火） 第2日　10月２４日（水）
一　般 リーグ戦(36) 予選準決勝（ 3）

50歳以上 リーグ戦(54) 予選決勝( 5)

60歳以上 リーグ戦(21)

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(HPで案内の場合もあり）
2．受付時間までに集合してください
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

　　◇２日目　県決勝大会（トーナメント）

　　　【一般の部】
　　　　　　　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歳以上の部　６０歳以上の部】
　　　　　　　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　
　　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のでご注意下さい
8．試合終了後、勝者は（リーグ戦は次に試合のないペア）直ちに本部にスコアを報告してください

　　「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）
⒑　ラッキールーザ-を採用しています
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２０１８」に準じて行なわれます
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　 　    北九州会場　　簑田　和香子 TEL.FAX　093-452-4552 📱　080-6444-6938

福岡会場　　　井手口　安代　 TEL.FAX　092-573-0411 📱　090-9582-6947

☆ 九州大会は11月20日(火)　21日(水）

　　　長崎県　「長崎市総合運動公園（かきどまり）」で開催されます　（ＴＥＬ 095-843-8100）

2日目は北九州会場
（10/23　雨天時予備日）

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

◆　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）

【　大　会　注　意　事　項　】

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）

                                          11:30 　 50歳以上（Ｉ～Ｊ）・60歳以上

第３３回　九州ブロックレディーステニス大会　福岡県予選

【　大　　会　　日　　程　】
◆　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）

予　備　日

  1日目　【北九州会場】　　受付　8：30　　　開会式　9：00　　　　開会式終了後　試合開始



第33回九州ﾌﾞﾛｯｸレディーステニス大会　　福岡県予選

【一般の部】

太田　香穂里 （スプラージ） 陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

川村　華映 （ Ｔタイム ） 徳永　美鶴 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

井口　三和 （ フォーライフ ） 中村　ますみ（若久TC）

田浦　めぐみ (テニスフレンズ) 森山　至津佳 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

秋山　裕美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 浜本　リカ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

宮岡　和美 （ ＩＴS九州 ） 佐々野　美智代 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

大茂　繭子 （オーガストTC） 田中　康子 （ フォーライフ ）

下川　美保 ( ｉｆ　ＴＣ　) 石原　明子 (クラブCB)

末永　真里 (クラブCB) 宇治野　博子 (テニスフレンズ)

古賀　奈央 (クラブCB) 後藤　貴子 （スプラージ）

押領司　泰子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 松崎　裕子 （若久TC）

中川　陽子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 田尻　征子 （若久TC）

本村　陽子 （久山テニス倶楽部） 高崎　映美 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

相島　祐子 （ くりえいとTC ） 安斎　宏美 ( ｉｆ　ＴＣ　)

蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 前原　春美 （油山ＴＣ）

竹内　由紀子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 永留 恵里奈 （ Ｔタイム ）

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

木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 井手口：090-9582-6947

耳塚　美香 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 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

吉村　弘美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 坂田：090-5029-4932

財津　万里子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　)

永野　真由美 ( ｉｆ　ＴＣ　)

西野　みさ (Love & Fight)

佐藤　奈津子 (テニスフレンズ)

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)

池田　麻子 (大野城ＴＡ)

大野　智恵子 （スプラージ）

村上　由美子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

山脇　未央子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

松永　美保子 (テニスフレンズ)

井上　信香 (Love & Fight)
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第33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】

大山　ちづる （久山テニス倶楽部） 亀井　浩美 (大野城ＴＡ)

佐藤　純子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 牟田　麻由美 (大野城ＴＡ)

濱口　美智子 (春日西TC) 片山　恵子 （スプラージ）

橋詰　久美 (春日西TC) 島田　奈穂美 （スプラージ）

中山　牧子 (大野城ＴＡ) 佐々木　照子（油山ＴＣ）

野口　貴三子 （スプラージ） 塚本　一恵 （ チームＣＯＳ ）

天野　清美 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

内田　優子 (Love & Fight)

大田　里枝 (エスタインドアTC)

三重野 穂美 (エスタインドアTC) 米里　真彩子 （西福岡ＴＣ）

吉村　由紀子（志免町テニス協会） 小川　さゆり （若久TC）

久家　由理 （スプラージ） 徳田　弘子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

堂園　敬子 （ハヌル） 久保　早苗 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

野田　貴美子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 中尾　みどり (エスタインドアTC)

久浦　登代子 (大野城ＴＡ) 濱野　裕子 (エスタインドアTC)

竹本　恵美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 小柳　みさ代 （スプラージ）

瓦田　摩紀 （スプラージ）

宮崎　貴子 （油山ＴＣ）

西嶋　月美 （コスモス古賀） 浜口　知子 （油山ＴＣ）

本田　真紀子 （スプラージ） 豊福　由美子 (大野城ＴＡ)

樋口　直美 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 武田　尚子 （スプラージ）

山口　久美子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 藤田　美代子 （若久TC）

石井　希三子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 篠原　恵子 （ハヌル）

中本　恵美 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

大木　明美 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

花園　多恵子 （油山ＴＣ）

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 河野　美津子 （ 福間ＴＣ ）

末永　順子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀ )ー 田中　綾子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）

佐藤　直子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 城戸　裕子 （スプラージ）

平野　乃理子 （久山テニス倶楽部） 瓜生　由香利 （スプラージ）

松下　順子 （久山テニス倶楽部） 松野　文代 （キロメキＴＣ）

禅院　加代好 （スプラージ） 西島　ゆか (Love & Fight)

井上　典子 （スプラージ） 西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

重富　祥子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

原田　久美子 （スプラージ）

柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

後藤　美香 （ チームＣＯＳ ）

鶴田　律子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

山口　亮子 （スプラージ）

野見山あずみ （若久TC）

的野　まゆみ （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

倉富　加代 (テニスフレンズ)

野田　佳代子 （スプラージ）

平田　尚美 (エスタインドアTC)

上野　美樹 (Love & Fight)

井上　いち子 (Love & Fight)

加隈　八千代 ( ｉｆ　ＴＣ　)

山田　秀子 ( ｉｆ　ＴＣ　)

片山　幸代 （スプラージ）

圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）
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【6０才以上の部】

三苫　照美 （ 筑紫ＡＭＩ ）

萩　眞澄 （ 筑紫ＡＭＩ ）

茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

西岡　紀子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

深川　英子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

藤岡　康子 （自由ヶ丘ＴＣ）

有村　成子 (大野城ＴＡ)

黒岩　園子 （ ラリーメイ ト）

柴田　美香代 ( NC-TC )

福崎　瑞江 ( NC-TC )

新形　光子 （ ＩＴS九州 ）

山内　久美子 （ ＩＴS九州 ）

髙田　幸子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

豊田　邦子 （プラム）

志方　通子 (Love & Fight)

藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

新城　洋子　 ( ｉｆ　ＴＣ　)

南里　真知子 ( wing　)

吉岡　美智子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

泥谷　みさを （ 長住ＴＣ ）

百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

間地　容子 （ フォーライフ ）

相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

松本　千恵子 （志免町テニス協会）

緒方　紀子 （志免町テニス協会）

柴田　美子 （スプラージ）

冨永　智恵美 ( NC-TC )

下田　裕紀子 (大野城ＴＡ)

下畑　愛子 ( ｉｆ　ＴＣ　)
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