
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）

１０月　30日（火）１０月　31日（水） 11月　1日（木） 11月　2日（金）

豆腐美人クラス
リーグ戦（29）
１位、２位、３位
トーナメント

31日残り試合予定
＊31日雨天の場合は

1日になります。

予備日

GOGO梅美人クラス
リーグ戦（３３）
１位、２位、３位
トーナメント

30日残り試合予定
＊30日雨天の場合は

1日になります。

予備日

【福岡会場】 受　付　　　　　　　８：４５
開　会　式　　　　　９：００

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．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名のメンバー変更可能）

3．試合方法

　　＊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.

＊リーグ戦の順番は①1-2,　②1-3,　③2-3で行います

  4チームの場合は、1-2,3-4,勝者同士、敗者同士の2試合になります。

＊トーナメントは当日抽選で決めます。（リーグ戦終了次第行います）

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

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

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(OP)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。OPに注意してください

 ９．表彰は、各順位トーナメントベスト４まで。(特別賞あり）

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2018」に準じて行われます

12．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 ：坂田　恵美　　TEL。FAX　0942-21-9104　携帯　090-5029-4932

 井手口安代　　携帯　090-9582-6947

*春日公園は８時１５分開門、クラブハウスは８時３０分以降入れます

＊天候その他の諸事情により変更することがあります　　

福岡会場大会日程

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

　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



 第7回　 梅の花レディースカップ＊豆腐美人クラス(オープンクラス）仮ドロー 2018

番号 チーム名 代表者名 選手名 選手名 選手名

1 たけちゃんず 竹野　由紀子 永留 恵里奈 本田　真紀子 太田　香穂里

2 なおみのともだち 小林　直美 渋田　恵 中川　眞紀子 西田　正子

3 エガリテ 中村　ますみ 小川　さゆり 森山　至津佳 米里　真彩子

4 昼飲み会 安部　智美 岩本　由美子 荒田　美香 平田　尚美

5 食欲MAX 赤眞　英子 大坪　真由美 廣瀬　知子 佐藤　仁美

6 課題満載 井上　典子 禅院　加代好 城戸　裕子 瓜生　由香利

7 yosenabe 宇治野　博子 後藤　貴子 山内　千雪 森崎　　歩

8 チアーズS 山口　久美子 樋口　直美 畑島　早知子 堂園　敬子

9 甲斐バンド 大木　明美 甲斐　明子 島田　奈穂美 田浦　典子

10 おんぶにだっこ 重吉　けい子 土橋　雅子 安斎　宏美 下川　美保

11 アイ・ラブ・ロジャー 石井　希三子 中本　恵美 印部　直子 高崎　映美

12 エスラージ 野田　佳代子 山下　亜矢子 藤本　恵子 水田　美和子

13 バーフバリ 小森　晶子 賀来　由起子 新原　彩 江本　純子

14 ミント 中川　陽子 坂本　有美子 押領司　泰子 志水　悠紀子

15 千梅ちゃん 三重野 穂美 相島　祐子 大田　里枝 白鳥　陽子

16 アド☆ファイン 津曲　くみ 秋山　裕美 城下　理架 乗田　沙紀

17 パインソーダ 松崎　裕子 田尻　征子 児玉　弥生 松村　則子

18 ひょっこりなデカ梅達 内田　優子 佐藤　純子 枝松　利花 御手洗　明子

19 なおみ・キャンドル 松林　なおみ 後藤　美香 花園　多恵子 前原　春美

20 ワクワクドキドキ 花田　美紀子 吉田　佳織 浦辺　裕美 大原　綾子

21 フィフ姉さんズ 湯瀬　恭子 吉武　雅子 松野　文代 西島　ゆか

22 ベイマックス 松永　美保子 井上　信香 岸原　直美 東　　清美

23 可愛い小梅ちゃん 大羽　和重 河野　裕子 徳田　弘子 久保　早苗

24 梅ピリ子 片山　恵子 大野　智恵子 池田　麻子 吉村　弘美

25 ソイエンジョイ 加藤　和代 宮原　佳珠子 八木　洋子 日野　朋子

26 ＫＹＭ２ 木下　一恵 耳塚　美香 山脇　未央子 村上　由美子

I 27 白姉っこテニス 白水　今日子 川上　幸代 吉田　咲子 迫口　直子

28 花はな 的野　まゆみ 倉富　加代 柴田 恭代 永野　真由美

29 亀ちゃんず 亀井　浩美 牟田　麻由美 久浦　登代子 中山　牧子

連絡先：　坂田　恵美　携帯090-5029-4932
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＊記載の氏名、チーム名に誤りがありましたらご連絡ください。

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

連絡先：　井手口　安代　TEL/FAX　092-573-0411　　携帯　090-9582-6947
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 ＊GOGO梅美人クラス（５５歳以上クラス）

番号 チーム名 代表者名 選手名 選手名 選手名

1 しゃにむにGO 山﨑　陽子 角田　久美恵 高瀬　アメリア 首藤　美津子

2 セントポーリア 青木　恵美子 北城　青子 池増　すま子 山﨑　良子

3 シーマニア 松永　千恵美 志禮田　富士子 加隈　八千代 山田　秀子

4 アップルパイ 真鍋　つもる 西田　幸子 最所　信子 山下　佐余子

5 プラムワンワン 川口　久美子 山田　陽子 犬丸　静子 藤野　博子

6 F-シャトリエ 亀井　八重子 古川　静穂 阿南　みちこ 大場　小百合

7 森と福間海岸 川上　洋子 福田　実千江 境　　栄子 河野　美津子

8 フレンドパーク那珂 柴田　美香代 福崎　瑞江 沖　　清美 清水　由美子

9 モグモグたいむ 有村　成子 新形　光子 山内　久美子 間地　容子

10 ほぼほぼオンライン 百田　栄子 月川　律子 相良　勝美 重富　祥子

11 サーシャコーチがすき 野田　廣子 金内　みつ子 島田　恵美子 松井　博子

12 チームボルボ 川平　　恵 野見山あずみ 木下　智美 野口　貴三子

13 グッと我慢 執行　寿子 渡邊　幸子 中原　敏子 柴田　美豊恵

14 ミズ・ガーナ 隈　　博子 有木　三江子 香月　田美子 矢野　和代

15 T-LOVE 上野　美樹 光山　史苗 井上　いち子 武田　尚子

16 ワンチューブヒブヒ 塚本　一恵 佐々木　照子 宮崎　貴子 浜口　知子

17 仲間は宝物 下田　裕紀子 西田　敬子 山許　勢子 高野　陽子

18 ファインババドル 平田　玲子 堤　律子 畠中　瑞枝 樋口　法子

19 M４ 藤野　睦子 宮島　京子 松本　千恵子 光富　純子

20 シルバードラゴン 村尾　章子 浜田　マリ 井本　祥子 畑中　美幸

21 すずめの学校 柴田　美子 冨永　智恵美 髙田　幸子 豊田　邦子

22 ANK2 黒岩　園子 古賀　静枝 新城　洋子 南里　真知子

23 奥松乃里 奥村　陽子 松本　里知子 里崎　保子 野上　久美子

24 フリーズ 圓山　くるみ 片山　幸代 小林　佐知子 湯之前　恭子

25 フォーティー♡ラブ 瓦田　摩紀 小柳　みさ代 山口　亮子 肥山 つや子

26 おまかせバッチャン隊 斉藤　美子 松崎　清美 中村　國子 吉村　由紀子

27 四ツババの苦労婆 松尾　幸代 松本　克子 秋本　順子 古田　加代

28 黒い恋人たち 小川　千波 井手　一恵 三溝　　薫 赤瀬　みや子

29 富ちゃん会 庵原　美樹子 栗須　早苗 茂　　京子 永田 郁子

30 アドバンテージ梅 永川　美知代 福嶋　眞木子 高木　恭子 三宅　紀恵

31 おそれいります 相川　恵子 藤野　好美 志方　通子 増田　留里子

32 ウエストウッド 本田　敬子 蓑田　敦子 森　　洋子 金子　裕子

33 モンスターズ 谷　　洋子 吉永　孝子 三苫　照美 萩　眞澄

連絡先：　坂田　恵美　携帯090-5029-4932

＊記載の氏名、チーム名に誤りがありましたらご連絡ください。

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

連絡先：　井手口　安代　TEL/FAX　092-573-0411　　携帯　090-9582-6947
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