
◆ 湖月杯（A）・（B）・(50 歳以上)・(60 歳以上)（70 歳以上） 

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

北九州会場 5 月 20 日（月） 5 月 21 日（火） 5 月 22 日（水）   5 月 23 日（木） 

湖月杯（A）  
リーグ戦（18）    

トーナメント（1） 
1R(4) SF(2) F 

県大会予備日 

湖 月 杯 （ B ）  
リーグ戦（57）  

トーナメント（10） 
1R(4) SF(2) F 

湖月杯(50 歳以上) 
リーグ戦(21) 

トーナメント（3） 
北九州予選予備日 1R(4) SF(2) F 

湖月杯(60 歳以上) 
リーグ戦(12)   

トーナメント（2） 
北九州予選予備日 SF(2) F 

湖月杯(70 歳以上) リーグ戦(3) 北九州予選予備日 F 

第 1 日目  ◎ 湖月杯 50 歳以上 湖月杯 60 歳以上 湖月杯 70 歳以上 8:30 集合 受付終了後開会式 

第 2 日目  ◎ 湖月杯 A 湖月杯 B 8:30 集合 受付終了後開会式   

 

福岡県営春日公園テニスコート（砂入り人工芝）（092－573－4200） 

福岡会場 
5 月 20 日（月） 5 月 21 日（火） 5 月 22 日（水） 

湖 月 杯 （ A ） リーグ戦 27  福岡地区大会予備日 

湖 月 杯 （ B ） リーグ戦 33 トーナメント 4  

湖月杯(50 歳以上)  リーグ戦 45 トーナメ

ント 5 

湖月杯(60 歳以上)  リーグ戦 36 トーナメ

ント 2 

湖月杯(70 歳以上)  リーグ戦 6 

第 1 日目   ◎ 湖月杯 A・湖月杯 B     8:45  受付開始受付終了後開会式 

第 2 日目   ◎ 湖月杯 50 歳以上・60 歳以上 8:45  受付開始受付終了後開会式 

◎  70 歳以上            12：00 受付開始受付終了後開会式 

   

大 会 注 意 事 項 

１．受付で、「種目とドロー№」を言ってプログラムを受け取ってください 

２．試合方法は地区予選： 6 ゲーム先取ノーアドバンテージ方式 

県決勝大会：全種目 8 ゲームズプロセット（8 ゲームズオールタイブレイク、ノーアドバンテ－ジ方式）

（天候その他の状況により変更することがあります） 

 ボールはダンロップフォートイエローです。初戦と決勝戦はニューボールを使用します。 

３．試合進行はオーダーオブプレー掲示板により行います。試合が終ったら、勝者は（リーグ戦は次の試合の

ないチーム）直ちに本部へスコアを報告してください。 

４．ウォーミングアップはサーブ 4 本で直ちに試合を始めて下さい。 

５．テニスウェア、テニスシューズを着用してください。（ロゴに注意、色物可、全て長ｽﾞﾎﾞﾝ･長ｽﾊﾟｯﾂ可） 

６．無断で会場を離れ試合進行に支障を生ずる場合は棄権となることがあります。本部へ申し出てください。 

７．県大会に欠場者があれば、ラッキールーザーを採用します。 

８．上記以外の競技ルールについては、「JTA テニスルールブック 2019」に準じて行われます。 

＊ やむを得ず棄権される場合は、速やかにレフェリーまでお知らせください。 

レフェリー〔北九州会場〕 藤山 敦子    携帯 080-1737-8296 

〔福岡会場〕  川口 清美     携帯 090-7986-6760 

天候不良時の問合せ  森田 智保   携帯 090-5747-8295 

最所 信子     携帯 090-1075-5140 



湖月杯 (A) (50歳)

松山絹恵 (TTC) 木場田美津子 （オーガストTC)

今岡真理 (日本製鉄八幡) 増本尚子 （テニスDIVO）

田中麻里 (テニス陣原) 安部敬子 (日本製鉄八幡)

守田登美子 (テニス陣原) 藤浪律子 (日本製鉄八幡)

宮島みゆき (テニスDIVO) 廣吉陽子 （北九州ウエスト）

南陽子 (テニスDIVO) 中山敏子 （ビバTC）

金森博美 (舞ケ丘TC)

長野麻美 (門司LTC) 吉元里美 (門司LTC)

前川美奈子 (穴生TC)

芳賀陽子 （芦屋TC） 谷菜穂美 (TUNC)

仲間さゆり (三萩野クラブ） 春藤恵子 (三萩野クラブ)

尾形尚美 (日本製鉄八幡) 浅野泰子 (グリーンヒルズITS)

大松淳子 (テニスDIVO) 折元由紀 (北九州ウエスト)

来田祐子 (穴生TC) 若狭祐子 (日本製鉄八幡)

藤田文子 (穴生TC) 羽子田朋子 (スプラージ）

石田みゆき (TTC)

青木里佳 (北九州ウエスト) 道中ゆかり （オーガストTC)

諸熊久美子 （テニスフレンズ）

河原智恵 (テニスDIVO) 梅本佳代 (小倉LTC)

塩田有紀 (テニスDIVO) 藤田恵美子 (オンザロード)

来治美奈子 （グローバルアリーナ） 大槻良子 (穴生TC)

大川智子 （グローバルアリーナ） 早川幸恵 (北九州ウエスト)

高田久美予 （ファミリークラブ）

河本満理 （オーガストTC)

川口千佐子 (小倉LTC)

畑田節子 （グローバルアリーナ） 大谷道子 (オンザロード)

西尾展恵 （坂村TA） 山下めぐみ (芦屋TC)

村田紀美子 (TS.TRY) 谷川伊砂子 (芦屋TC)

小坂裕紀 (テニスDIVO) 金田光子 (穴生TC)

小庄司康江 （オンザロード） 横溝由紀子 (穴生TC)

辰元千夏 （オンザロード）

松本淳子 (テニスDIVO)

松本早苗 (日本製鉄八幡)

中山千春 (TTC)

児玉博美 (グローバルアリーナ)

藤本和江 (舞ケ丘TC)

橋爪智子 (舞ケ丘TC)

神田美幸 (TUNC)

村山悟子 (田川テニスクラブ)

本田久実 （テニスDIVO）

黒木加代子 （テニスDIVO）

高本由美 (自由ケ丘TC)

善明朋子 (岡垣クラブ)
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(B)

蕗谷佐知子 （コスモス古賀） 園田和代 （グローバルアリーナ）

竹内由紀子 （グローバルアリーナ） 玉嵜詠子 （グローバルアリーナ）

阿部さなえ (テニスDIVO) 島﨑裕子 (芦屋TC)

内田ひろみ (テニスDIVO) 戸田とも子 (芦屋TC)

高野香織 (グランディールTC) 田爪洋子 (門司LTC)

草野文枝 (グランディールTC) 竹内邦子 （門司婦人教室）

田崎英子 (テニスDIVO)

鷲崎小夜子 (芦屋TC) 春名美穂 (テニスDIVO)

大垣明子 (TTC)

須藤ツヨ子 (KON.TC) 近藤裕子 (北九州ウエスト)

小田明子 (KON.TC) 久壽米木るみ子(オーガストTC)

谷川ゆかり 　(グリーンヒルズITS） 小手川賀子 (クボッターズ)

角本昌子 （グリーンヒルズITS) 川本弥生 (クボッターズ)

藤本涼子 (坂村TA)

木川久美子 （舞ケ丘TC) 松井朋子 (グランディールTC)

山邊由紀子 （舞ケ丘TC)

藤本桂子 (テニスDIVO) 吉田利枝 （田川テニスクラブ）

黒田順子 (テニスDIVO) 福澤明美 （テニスDIVO）

原田亙 (門司LTC) 原田真奈美 （坂村TA)

中原友子 (門司LTC) 西村真由美 （坂村TA)

黒田千恵美 （北九州ウエスト）

蓑田実枝 (テニスDIVO) 瀬戸口薫 (芦屋TC)

山本律 (門司LTC)

杉元和世 (坂村TA)

岸川恵子 (TS.TRY) 因幡亮子 （芦屋TC）

福澤智子 (芦屋TC) 小手川陽子 〔グローバルアリーナ）

松本幸子 (テニス陣原) 松本妙子 (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) 長谷川みどり (テニスDIVO)

増原れい子 (クボッターズ)

猪口和子 （くりえいとTC) 松尾聡子 （舞ケ丘TC）

大羽和重 （くりえいとTC) 竹内かおり （グリーンヒルズITS)

江島なぎさ (TS.TRY)

原田秀子 (TS.TRY) 竹中直子 （グローバルアリーナ）

藤川裕子 (テニスDIVO) 百田由貴子 （グローバルアリーナ）

宮崎典子 (テニスDIVO) 相原雅美 （グリーンヒルズITS)

若宮敦子 (三萩野クラブ）

江上由美 （田川テニスクラブ） 西　環 （舞ケ丘TC)

向笠千寿 （テニスDIVO） 豊田真理 （田川テニスクラブ）

白井弘子 (クボッターズ)

小野葉子 (クボッターズ) 森本幸子 （坂村TA)

池田久恵 (門司LTC) 竹山裕子 （坂村TA)

長野幸枝 (門司LTC) 渡邊綾 (TS.TRY)

高松麻美子 (TS.TRY)

木村美由紀 （ビバTC） 加来千代子 (日本製鉄八幡)

米田枝布 （ビバTC） 近藤圭子 (門司LTC)

山田陽子 （田川テニスクラブ）

安田宏枝 （田川テニスクラブ）

宮崎和子 (門司LTC)

近藤賀恵 (門司LTC)

仮屋尚子 （グローバルアリーナ）

堀谷泉 （くりえいとTC)

森田緑 （日本製鉄八幡）

入江千里 （グリーンヒルズITS）

花田三千代 (舞ケ丘TC)

猿渡幹子 (舞ケ丘TC)

新田祐子 （坂村TA)

三宅陽子 （坂村TA)

内山三保子 (ビバTC)

花岡千恵子 (門司LTC)

白石とみえ (ネクストワールド)

前原真由美 (TS.TRY)

中野祐子 (KON.TC)

水野和美 (KON.TC)
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(60歳以上) 湖月杯 (70歳以上)

朝長喜美子 （九州国際TC) 川村美津子 (北九州ウエスト)

角田久美恵 （ネクストワールド） 山本容子 (北九州ウエスト)

田本桂子 (テニスDIVO) 北村綏子 (丸山クラブ)

柿本範子 (豊前クラブ) 竹井陽子 (JR門司)

里美さとみ （ネクストワールド） 高住美世子 （三菱マテリアル）

吉田悦子 （ネクストワールド） 行宗和美 （丸山クラブ）

大坪弘子 (三萩野クラブ)

重冨信子 (オーガストTC)

後藤康美 （桃園LTC)

釘尾 睦 （ネクストワールド）

青木直美 （ビバTC）

菅中万里子 （ビバTC）

出光聡子 (テニスDIVO)

吉田扶美代 (オーガストTC)

中山和子 （ネクストワールド）

前田実千子 （三萩野クラブ）

上田貴代実 (三萩野クラブ)

高橋雅子 (小倉LTC)

小串節子 (小倉LTC)

首藤美津子 (北九州TC)

江口美津子 （ネクストワールド）

阿部純子 （ネクストワールド）

阪下保子 (三萩野クラブ)

村上津留子 （三菱マテリアル）
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