
大  　会  　日  　程

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

10 月29日（月） 10 月30日（火） 10月31日（水）

豆腐美人クラス
リーグ戦（40）
１位、２位、３位トーナメント2Ｒ(28)

ＳＦ・Ｆ 予備日

GOGO梅美人クラス
リーグ戦（16）

トーナメント（13）
予備日

　　　　　　　　　10月30日 (火) 受付　８：３０　　開会式　８：５０

大会注意事項

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名の変更可能）

3．試合方法

　　　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

　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。（リーグ選終了次第行います）

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。

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(OOP)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。OOPに注意してください。

９．表彰は、豆腐美人クラス；各順位トーナメントベスト４まで。

　　　　　　GOGO梅美人クラス；各順位トーナメント準優勝まで。

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。

13．駐車場に限りがあります。公共交通機関のご利用をお願い致します。　

      連絡先：梅崎　律子　 　携帯  090-2391-8064

　　　　　　　増本　尚子　   携帯　090-7892-4030

※リーグ戦の順番は①1-2,　②1-3,　③2-3で行います。

※天候その他の諸事情により変更することがあります。　　

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。

　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。

【北九州会場】　　10月29日（月）受付　８：３０　　開会式　８：５０

                    試合開始；ＧＯＧＯ梅美人クラス　９：００

試合開始；豆腐美人クラス　 ９：００

第７回　梅の花レディースカップ　北九州会場　　

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。

　　＊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.

　代表ペアは各チームから１名づつ。同じペアは不可。



北九州会場（豆腐美人クラス）
Aブロック Eブロック

板東すずこ オーガストTC 道中ゆかり オーガストTC
杏仁豆腐 柚木静香 テニスDIVO シリウス 中山敏子 ビバTC

安藤真視 ファインヒルズTC 金森博美 舞ヶ丘TC
上田智美 グリーンヒルズITS 芳賀陽子 芦屋TC
平松弓子 グランディールTC 草野文枝 グランディールTC

グランちゃん♡ 栗田敦子 グランディールTC プリンスグラン 藤本涼子 グランディールTC
坂口智子 グランディールTC 渡辺貴子 プリンスヒルズ
迎敬子 グランディールTC 榊　華奈 プリンスヒルズ
坂田真奈美 穴生TC 川本弥生 クボッターズ

男前豆腐 廣吉陽子 北九州ウエスト スイーツガールズ 小手川賀子 クボッターズ
関　知子 春日西TC 小野葉子 クボッターズ
西　環 舞ヶ丘TC 増原れい子 クボッターズ

Bブロック Fブロック
本田久実 テニスDIVO 今岡真理 新日鉄住金八幡

HIRO♡ 吉山由里架 Tタイム 夏の思い出OS-４ 高比良葉子 新日鉄住金八幡
木場田美津子 オーガストTC 松本早苗 新日鉄住金八幡
仲間さゆり 三萩野クラブ 松本淳子 グリーンヒルズITS
中野祐子 KON.TC 原田秀子 TS.TRY

がまんの五姉妹 水野和美 KON.TC 発酵豆腐美人 江島なぎさ TS.TRY
川上かおる KON.TC 谷口規子 グリーンヒルズITS
小田明子 KON.TC 中澤久美子 ビバTC
西森千鶴子 岡垣クラブ 加藤美晴 グランディールTC

すきすき梅ジュース 田中直美 岡垣クラブ 2018年のマリリン 松井朋子 グランディールTC
島崎裕子 芦屋TC 西藤里絵子 グランディールTC
福澤智子 芦屋TC 岩中麻理 グランディールTC

Cブロック Gブロック
西尾展恵 坂村TA 松本雅代 北九州ウエスト

大坂なおみとペッタン 畑田節子 グローバルアリーナ SUBT☆４ 折元由紀 北九州ウエスト
佐々木恵美 TTC 蓑田奈津美 北九州ウエスト
松山絹江 TTC 齋藤麻佐子 オーガストTC
村田紀美子 TS.TRY 内山三保子 ビバTC

KガールズwithS 瀬戸口薫 芦屋TC ウッチーず♫ 加藤裕子 ビバTC

宮本こだま TS.TRY 木村美由紀 ビバTC
吉武さくら 北九州ウエスト 折田料子 テニスDIVO
田中麻里 テニス陣原 小野朱実 新日鉄住金八幡

テニス陣原BEST？ 高崎和代 テニス陣原 オールBプラムズ 中山千春 TTC
松本幸子 テニス陣原 黒木加代子 テニスDIVO
守田登美子 テニス陣原 岩崎美代 新日鉄住金八幡

Dブロック Hブロック
南　陽子 テニスDIVO 大茂繭子 オーガストTC

ビビと一緒に成長中 宮島みゆき テニスDIVO なごみ４姉妹 木田嘉子 オーガストTC
河原智恵 テニスDIVO 河本満理 オーガストTC
塩田有紀 テニスDIVO 吉元里美 門司LTC
緒方アキ 坂村TA 吉田利枝 田川テニスクラブ

坂村流！球打ち研究会 三宅陽子 坂村TA 半分、青い。四姉妹 尾崎由起子 テニスDIVO
竹山裕子 坂村TA 加来千代子 新日鉄住金八幡
森本幸子 坂村TA 近藤圭子 門司LTC
木川久美子 舞ヶ丘TC 西村真由美 坂村TA

HISAO美人ず 山邉由紀子 舞ヶ丘TC ひょっこりおばはん 原田真奈美 坂村TA
松尾聡子 舞ヶ丘TC 福澤明美 テニスDIVO
竹内かおり グリーンヒルズITS 中尾　薫 ビバTC
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北九州会場（豆腐美人クラス）
Iブロック Mブロック

羽子田朋子 スプラージ 久壽米木るみ子オーガストTC
ブルーエンジェルス古賀奈央 クラブCB なでし小梅♡ 近藤裕子 北九州ウエスト

吉永明里 穴生TC 徳永美鶴 ファインヒルズTC
高本由美 自由ヶ丘TC 本村陽子 久山TC
阪下保子 三萩野クラブ 永川宣子 田川テニスクラブ

楽しくガンバる隊 村上津留子 三菱マテリアル 「木曜サスペンス」 山田陽子 田川テニスクラブ
天野奈麻子 三萩野クラブ 江上由美 田川テニスクラブ
磯田敬子 小倉LTC 安田宏枝 田川テニスクラブ
竹中直子 グローバルアリーナ 大垣明子 グローバルアリーナ

チコちゃんに𠮟られる！ 花房三千代 グローバルアリーナ クローバー 百田由貴子 くりえいとTC
豊田真理 田川テニスクラブ 峯登志恵 芦屋TC
野見山妙子 新日鉄住金八幡 堀谷　泉 くりえいとTC

平野紀香 三萩野クラブ

Jブロック ボンジョルノ 向笠千寿 豊前クラブ
長野麻美 門司LTC 善明朋子 岡垣クラブ

箱入り娘 山本律 門司LTC 小山美江 穴生TC
小森久美 門司LTC
藤山敦子 門司LTC

田崎英子 テニスDIVO
ピーチ☆ガーデン 春名美穂 テニスDIVO

谷川ゆかり グリーンヒルズITS

角本昌子 グリーンヒルズITS

安部敬子 穴生TC
梅色クローバーゼット 藤波律子 新日鉄住金八幡

市川馨子 グランディールTC
高野真理子 青山クラブ

Kブロック
梅本佳代 小倉LTC

梅ちゃんず 藤田恵美子 オンザロード
橋爪智子 舞ヶ丘TC
角田広香 テニスDIVO
山田久美 TS.TRY

ピーチガールズ 関岡信子 TS.TRY
高松麻美子 TS.TRY
渡邊　綾 TS.TRY
小手川陽子 グローバルアリーナ

ガトーショコラ 因幡亮子 芦屋TC
玉嵜詠子 くりえいとTC
園田和代 グローバルアリーナ

Lブロック
小柳玲子 グランディールTC

半分、上手い 大塚さつき ネクストワールド
藤田文子 穴生TC
来田祐子 穴生TC
黒田順子 テニスDIVO

フジフジクロミン 藤川裕子 テニスDIVO

磯辺真弓 テニスDIVO
宮崎典子 テニスDIVO
久冨由香 北九州ウエスト

三代目ストローカーズ 仲田朱美 舞ヶ丘TC
尾形尚美 新日鉄住金八幡
大松淳子 テニスDIVO
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北九州会場（GOGO梅美人クラス）
Aブロック Eブロック

岡山ゆかり テニスDIVO 山下めぐみ 芦屋TC
チームsameage 村山悟子 田川テニスクラブ ひょっこりカルテット 谷川伊砂子 芦屋TC

神田美幸 TUNC 森田　緑 新日鉄住金八幡
阿島佳代 芦屋TC 田端芳子 新日鉄住金八幡
後藤康美 桃園LTC 花岡千恵子 門司LTC

花木チーム 重岡みどり 青山クラブ おおぐいシスターズ 池田久恵 門司LTC
福田美知恵 テニスDIVO 長野幸枝 門司LTC
柿本範子 豊前クラブ 原田　亙 門司LTC
入江千里 グリーンヒルズITS 野見山石子 テニス陣原

もぐもぐタイム 岩熊尚子 芦屋TC チームリバイブ 中山和子 ネクストワールド
森田美由紀 北九州TC 桑原由美子 TS.TRY
牛島めぐみ 北九州TC 前原真由美 TS.TRY

川田壽子 新日鉄住金八幡

Bブロック フォーリーブス 合馬晶子 オーガストTC
小串節子 小倉LTC 河原孝子 北九州ウエスト

イソフラゴーゴー 田中エイ子 北九州ウエスト 栗谷由美子 三菱マテリアル
大坪弘子 三萩野クラブ
森光真澄 ネクストワールド
竹石京子 芦屋TC

なんこううめちゃん 髙山美代子 芦屋TC
神谷明子 岡垣クラブ
吉村美智子 岡垣クラブ
重光桂子 テニスDIVO

とんでも！ナイス！ 椛山順子 テイクオフ
貝　秀子 テニスDIVO
藤木芳子 小倉LTC

Cブロック
橋田由美子 TTC

Ｘウーマン 江頭洋子 TTC
出光聡子 テニスDIVO
吉岡かをる TTC
富松ますみ 北九州TC

ファイト２発！ 福村久枝 MJTC
原千恵子 芦屋TC
鷲﨑小夜子 芦屋TC
熊田タ美子 三萩野クラブ

シスターズ 木村京子 テニスDIVO
高橋雅子 小倉LTC
春藤恵子 三萩野クラブ

Dブロック
早川幸恵 北九州ウエスト

四輪の梅の花 大槻良子 穴生TC
重冨信子 オーガストTC
長田圭子 穴生TC
宮崎和子 門司LTC

なでしこMOJI 近藤賀恵 門司LTC
松藤清美 門司婦人教室
村岡真美 門司婦人教室
花田三千代 舞ヶ丘TC

チーム大豆 藤本和江 舞ヶ丘TC
廣瀬愛子 舞ヶ丘TC
金川より子 舞ヶ丘TC
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