
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）

11月　12日（火） 11月　13日（水） 11月　14日（木）

豆腐美人クラス
リーグ戦（29）
１位、２位、３位
トーナメント

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
(12日の残り試合は13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

　　＊ 6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式です.

＊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。1勝1敗は2位トーナメント

＊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、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2019」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

　　　　　　　　　　萩　眞澄　　 TEL/FAX　092-980-5353　携帯　090-4341-3413

*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８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 2019

番号 チーム名 代表者名 選手名 選手名 選手名

1 アド☆ファイン 楠田　千恵 高山　舞子 吉村　弘美 徳永　美鶴

2 白姉っこテニス 白水　今日子 川上　幸代 吉田　咲子 迫口　直子

3 ラスター 大木　明美 甲斐　明子 高崎　映美 宅野　道子

4 コートをねらえ！ 矢野　陽子 久野　美貴子 宇治野　博子 後藤　貴子

5 ECZ 田尻　征子 松野　文代 牟田　ゆかり 式町　弘美

6 亀ちゃんず 亀井　浩美 牟田　麻由美 久浦　登代子 中山　牧子

7 チーム☆ファイン 城下　理架 安藤　真視 下川　美保 秋山　裕美

8 フォレスト 西野　みさ 柴田 恭代 永野　真由美 佐藤　奈津子

9 おしとり自然庵ファン 肥山 つや子 川野　真智子 平松　美保子 上野　美樹

10 サガン☆ファイン 津曲　くみ 黒川　由美子 乗田　沙紀 井上　美紀子

11 チアーズ 山口　久美子 野田　貴美子 丸山　美千代 畑島　早知子

12 部長と小梅娘達 中村　ますみ 平山　葉子 川村　華映 村上　由美子

13 バーフバリ 小森　晶子 賀来　由起子 新原　彩 田浦　めぐみ

14 にょろにょろ～ 湯瀬　恭子 島田　奈穂美 宮原　佳珠子 西島　ゆか

15 アトリータ 池田　麻子 松本　理恵 武田　尚子 豊福　由美子

16 シエスタ 安部　智美 岩本　由美子 荒田　美香 平田　尚美

17 ミントレモン 志水　悠紀子 下原　智佳子 末定　洋子 押領司　泰子

18 ソイエンジョイ 日野　朋子 野口　貴三子 八木　洋子 加藤　和代

19 たけちゃんず 竹野　由紀子 本田　真紀子 永留 恵里奈 太田　香穂里

20 プラムフラワーズ 片山　恵子 山内　里絵 白鳥　陽子 本村　陽子

21 6789 古賀　奈央 古賀　千代美 大山　ちづる 羽子田　朋子

22 ベイマックス 岸原　直美 東　　清美 井上　信香 松永　美保子

23 レモンスマッシュ 松崎　裕子 児玉　弥生 松村　則子 中野　美恵子

24 ラッキーとその仲間達 田中　康子 古野　ゆり 井口　三和 鐘ヶ江　由香

25 お食事券もう一度♡ 松林　なおみ 花園　多恵子 前原　春美 後藤　美香

26 アプリコットフラワー 土橋　雅子 重吉　けい子 西村　光代 財津　万里子

I 27 リベンジャーズ 小林　直美 西田　正子 田代　雅代 仮屋　尚子

28 ミントアップル 坂本　有美子 中川　陽子 佐々野　美智代 浜本　リカ

29 タピリカカルテット 吉武　雅子 佐藤　純子 枝松　利花 印部　直子

＊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：　萩　眞澄　TEL/FAX　092-989-5353　　携帯　090-4341-3413
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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 One for All 福田　実千江 執行　寿子 境　　栄子 河野　美津子

2 BIOOM 平野　乃理子 松下　順子 飛永　寛子 中川　眞紀子

3 グミの心 松永　千恵美 志禮田　富士子 加隈　八千代 山田　秀子

4 しゃにむにGO 山﨑　陽子 堤　千賀子 角田　久美恵 高瀬　アメリア

5 なんちゃって小梅姫 吉岡　美智子 阿南　圭子 権藤　和子 泥谷　みさを

6 スザンヌ・ランラ 亀井　八重子 末永　順子 山田　陽子 佐藤　直子

7 がんばるゾウさん 朝長　喜美子 高木　恭子 深川　英子 藤岡　康子

8 熟したサクランボ 栗須　早苗 植木　久美 庵原　美樹子 今堀　早苗

9 笑って許して 畠中　瑞枝 平田　玲子 堤　律子 古川　静穂

10 アップルパイ 下津浦　厚子 西田　幸子 真鍋　つもる 山下　佐余子

11 シルバードラゴン 村尾　章子 浜田　マリ 井本　祥子 畑中　美幸

12 志免クリスタル 平川　照美 篠原　恵子 久家　由理 吉村　由紀子

13 ワンチューブヒブヒ 宮崎　貴子 浜口　知子 山崎　博子 安田　勢都子

14 トッシンソウル 大坪　真由美 徳田　弘子 赤眞　英子 久保　早苗

15 フレンドパーク那珂２ 柴田　美子 冨永　智恵美 髙田　幸子 西岡　紀子

16 花小梅シスターズ 光富　純子 有光　洋子 宮島　京子 松本　千恵子

17 仲間は宝物 下田　裕紀子 豊田　邦子 西田　敬子 三宅　紀恵

18 MOHA 三重野 穂美 大田　里枝 原　泰子 天野　清美

19 万事とうふ 西嶋　月美 的野　まゆみ 内田　優子 小川　さゆり

20 フレンドパーク那珂 柴田　美香代 福崎　瑞江 清水　由美子 沖　　清美

21 ファインシニアーズ 四方田　好子 松尾　幸代 秋本　順子 樋口　法子

22 若くちゃ姉妹 鹿子島　要子 堀　和子 下本地　とみ子 廣幡　和美

23 セントポーリア 北城　青子 山﨑　良子 青木　恵美子 池増　すま子

24 おまかせバッチャン隊 山下　京子 中村　國子 松崎　清美 瓦田　摩紀

25 黒い恋人たち 小川　千波 竹本　恵美 赤瀬　みや子 三溝　　薫

26 もんすたーず 谷　洋子 萩　眞澄 三苫　照美 吉永　孝子

27 M．ダイヤモンド 百田　栄子 茂　　京子 相良　勝美 重富　祥子

28 おそれいります 相川　恵子 増田　留里子 志方　通子 藤野　好美

29 プライムカフェ 入江　美智子 桑原　由美子 田中　恵美 阿比留　裕美

30 奥ちゃんズ 野上　久美子 奥村　陽子 松本　里知子 千場　みどり

31 ANK2 黒岩　園子 寿　みちよ 新城　洋子 南里　真知子

32 ブラックチェリー 森　　洋子 金子　裕子 西嶋　彰子 矢野　登代子

33 YYC福テニの輪 岸本　恵里子 柴田　美豊恵 中原　敏子 渡邊　幸子
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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：　萩　眞澄　TEL/FAX　092-989-5353　　携帯　090-4341-3413
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