
◆ 福岡会場福岡会場福岡会場福岡会場  福岡県営春日公園テニスコート（砂入り人工芝）（℡ 092-573-4200）

9/7（土） 9/8（日） 9/9（月） 9/10（火）

ダブルス
リーグ戦(51)
予選決勝(6)

4R(8)・QF(4)
SF(2) ・ F

３位決定戦
予備日

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

9/5（木） 9/6（金） 9/8・9(日･月)

ダブルス
リーグ戦(42)
予選決勝(6)

5日雨天順延の予備日 8日県大会福岡会場へ

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. ドロー番号を言って受付を済ませ、プログラムと参加賞を受け取ってください

3. 試合方法

・１日目　リーグ戦及びブロックリーグ決勝トーナメント　・１日目　リーグ戦及びブロックリーグ決勝トーナメント　・１日目　リーグ戦及びブロックリーグ決勝トーナメント　・１日目　リーグ戦及びブロックリーグ決勝トーナメント　

８ゲームズプロセットノーアドバンテージ（８ゲームズオール タイブレーク）８ゲームズプロセットノーアドバンテージ（８ゲームズオール タイブレーク）８ゲームズプロセットノーアドバンテージ（８ゲームズオール タイブレーク）８ゲームズプロセットノーアドバンテージ（８ゲームズオール タイブレーク）

・２日目より　３セットマッチノーアドバンテージ２タイブレークセット、・２日目より　３セットマッチノーアドバンテージ２タイブレークセット、・２日目より　３セットマッチノーアドバンテージ２タイブレークセット、・２日目より　３セットマッチノーアドバンテージ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　ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク　ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク　ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク　

　　試合方法は天候その他の事情により変更することがあります

4. 試合球はダンロップフォート～第４１回大会指定球　初戦と決勝戦はニューボールを使用します

5. 試合進行はオーダーオブプレー掲示板により行います

6. ウォーミングアップはサービス４本で直ちに試合を始めてください

7. 試合はセルフジャッジで行います

(準決勝、決勝、3位決定戦はソロチェアアンパイア(SCU)がつきます)

8.

9. 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、全て長ズボン･長スパッツ(柄物不可）着用可）

10. 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

11. 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

12. 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

13. 表彰は、ベスト４まで行います

14. 止むを得ず棄権される場合は速やかにご連絡ください

連絡先　福岡会場　　 近藤　弘美　携帯090-4510-9503

　 　　　　北九州会場　増本　尚子　携帯090-7892-4030

☆ 全国決勝大会は11/7(木)～9(土)　[於：昭和の森テニスセンター]

上位３ペアに監督１名を加え７名で代表チームを結成し出場

代表ペアが棄権の場合、次点（４位）ペアが繰り上げ出場となります

次の試合の人は、ドローナンバーの若い方が本部でボ－ルを受け取り、試合終了後は次に試合のない
ペアが直ちにスコアを報告してください

ソニー生命カップ 第４１回全国レディーステニス大会　福岡県予選ソニー生命カップ 第４１回全国レディーステニス大会　福岡県予選ソニー生命カップ 第４１回全国レディーステニス大会　福岡県予選ソニー生命カップ 第４１回全国レディーステニス大会　福岡県予選

受　付 8：45 8：45 8：45 8：45　　開会式 9：00　　　開会式終了後試合開始

受　付 8：308：308：308：30　　開会式 9：00　　　開会式終了後試合開始

【　大　会　日　程　】【　大　会　日　程　】【　大　会　日　程　】【　大　会　日　程　】

【　大　会　注　意　事　項　】【　大　会　注　意　事　項　】【　大　会　注　意　事　項　】【　大　会　注　意　事　項　】



ソニー生命カップ第４１回全国レディーステニス大会 福岡県予選 仮ドロー 福岡会場

城下　理架 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 賀来　由起子 （若久TC）

安藤　真視 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 小森　晶子 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

中村　ますみ （若久TC） 西村　光代 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

平山　葉子 （西福岡ＴＣ） 安斎　宏美 （ ｉｆ　ＴＣ　）

松永　美保子 （テニスフレンズ） 西野　みさ （Love & Fight）

井上　信香 （Love & Fight） 佐藤　奈津子 （テニスフレンズ）

矢野　陽子 （テニスフレンズ） 東　　清美 （テニスフレンズ）

森崎　歩 （エスタインドアTC） 岸原　直美 （スプラージ）

宅野　道子 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 白鳥　陽子 （久山テニス倶楽部）

渋田　恵 （久山テニス倶楽部） 本村　陽子 （久山テニス倶楽部）

藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 永留 恵里奈 （ Ｔタイム ）

志方　通子 （Love & Fight） 吉山　由里架 （フリー）

高田　久美 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

小木曽　るりこ （ ＩＴS九州 ） 太田　香穂里 （スプラージ）

川村　華映 （九州国際ＴＣ）

松林　なおみ （油山ＴＣ） 末永　順子 （ハヌル）

上原　夕佳 （フリー） 佐藤　直子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

山内　里絵 （エスタインドアTC） 久浦　登代子 （大野城ＴＡ）

島田　奈穂美 （スプラージ） 竹本　恵美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

佐藤　マリ （バナナシェイク）

久保川　美智子 （三萩野クラブ） 黒木　郁子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

山﨑　陽子 （コスモス古賀） 木下　一恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 山田　秀子 （ ｉｆ　ＴＣ　）

横尾  真由美 （油山ＴＣ）

尾前　美香 （自由ヶ丘ＴＣ） 平田　尚美 （エスタインドアTC）

町田　将子 （スプラージ） 平松　美保子 （カサブランカ）

御手洗　明子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

橋口　波子 （フリー） 枝松　利花 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）

木下　智美 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 後藤　貴子 （スプラージ）

野見山 あずみ （若久TC） 櫻井　智恵 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

中村　明美 （ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 小川　さゆり （若久TC）

八木　洋子 （エスタインドアTC） 内田　優子 （Love & Fight）

宮原　佳珠子 （大野城ＴＡ）

中山　牧子 （大野城ＴＡ） 菰田　久美 （エスタインドアTC）

山口　亮子 （スプラージ） 福田　実千江 （自由ヶ丘ＴＣ）

片山　恵子 （スプラージ） 小田原　佳代 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

吉村　弘美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

陣内　美和 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 大山　ちづる （久山テニス倶楽部）

山内　千雪 （エスタインドアTC） 羽子田　朋子 （スプラージ）

山脇　未央子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

谷邨　和子 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 吉岡　かをる （ＴＴＣ）

前原　春美 （油山ＴＣ） 日野　朋子 （スプラージ）

石原　明子 （ フォーライフ ） 井上　いち子 （Love & Fight）

光山　史苗 （Love & Fight）

板東　すずこ （オーガストTC） 井口　三和 （ フォーライフ ）

北谷　桃子 （フリー） 田浦　めぐみ （テニスフレンズ）

田中　智子 （フリー）

古賀　千代美 （カサブランカ） 宇治野　博子 （テニスフレンズ）

柴田　美豊恵 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 古賀　奈央 （ ＩＴS九州 ）

原田　久美子 （スプラージ） 田中　典子 （エスタインドアTC）

水田　美和子 （エスタインドアTC）

肥山 つや子 （スプラージ）

上野　美樹 （Love & Fight）

記載の氏名・所属団体に誤りがありましたらご連絡ください 
連絡先：有本 090-4586-2955

   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：近藤 090-4510-9503
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