
　　期　　　日 平成22年6月26日(土)　 予備日28日(月)

　　会　　　場 会津総合運動公園テニスコート（クレー20面）

　　主　　　催 日本女子テニス連盟

　　主　　　管 日本女子テニス連盟福島県支部・会津女子テニス連盟

　　後　　　援 朝日新聞社・会津若松市教育委員会・会津若松市体育協会

福島県テニス協会・会津テニス協会・会津若松市テニス協会

　　特別協賛 アメア スポーツ ジャパン株式会社

　　協　　　賛 キヤノンマーケティングジャパン株式会社・東レ株式会社

東急グループ・日清オイリオグループ株式会社

　　特別協力 株式会社 島津製作所

　　協　　　力 株式会社東急ホテルズ・ウインザー商事株式会社

本家八ッ橋西尾株式会社・株式会社リフル

永楽屋 細辻伊兵衛商店 他

　　大会会長 飯田   藍

　　大会副会長 鳥居 恵一郎　　仲本　晃　　永田 圭司

幼方 聡子　　星野　康子　　高木　陽子　　　

　　ディレクター 水野 加余子

　　大会委員長 梅津　文子

　　大会委員 宗像 美奈子　大塚 由弥子

伊藤　隆子　上遠野 和恵　大友 美紀子　遠藤 純子

　　地区ディレクター 松田 しのぶ

　　レフェリー 小池 康子

　　競技委員 内海　友希子　片平　淳子　木暮　真由美

夏井　二三子　小池　信子

第8回　ピ ン ク リ ボ ン

レディーステニストーナメント 福島県予選大会

大　会　役　員
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シード順位

1. 坂本・本多

2. 右松・石田

3～4 佐久間・吉澤、北村・佐藤

12
右松  浩子 (あさかファミール)

石田  博美 (あさかファミール)
24

木村  陽子 (原町レディース)

横田  広美 (チャオ)

風間  光子 (モンキーT村)

吉岡  美樹 (モンキーT村)
22

木暮 真由美 (富士通SPN)

内海 友希子 (ルバート)
23

千葉　ゆかり (チャオ)

田中　典子 (チャオ)

坂本  栄子 (浪江テニス)

金子  美香 (浪江テニス)

北村  文枝 (郡山TC)

佐藤 みゆき (郡山TC)

山岸 久美子 (さわやか)

新田  真理 (SUN.TC)

菅野 三起子 (NTC)

佐瀬  純子 (セレッソ吾妻)

五十嵐 勝代 (みるく)

髙木  典子 (セレッソ吾妻)

97

五十嵐・高木

蒲生  要子 (さわやか)

遠藤   祥 (さわやか)
3

鈴木  秀実 (富士通SPN)

小林  睦美 (富士通SPN)

梅澤  笙子 (SUN.TC)

小松  典子 (SUN.TC)

野地  典子 (つばさ)

山本 奈美子 (さつき)

佐藤　郁江 (昭和電工)

小椋　智子 (テニス友の会)

吉原 かおり (会津庭球塾)

高野  光恵 (さあくる)

坂本 ひろみ (モンキーT村)

本多  朊子 (オレンジ)
1

高儀  路子 (チャオ)

三瓶  智子 (チャオ)
2

11

9
板橋  仁子 (moemoe)

吉田  慶子 (moemoe)

4

安斎　浩子 (セレッソ吾妻)

山田　主恵 (ねばっこ)

夏井 二三子 (プラム)

片平  淳子 (さあくる)
10

7
佐久間 真麻 (あさかファミール)

吉澤  範子 (郡山TC)

8 20

21

坂井 美智代 (ROSSO)

伊藤  公子 (ROSSO)
5

高木 加代子 (SLENDER)

有我  直子 (SLENDER)
6

16

17

18

19

一般の部

13

14

15
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シード順位

1. 浅井・齋藤

2. 澤・齊藤

3～4 桜本・石井、小泉・佐久間

酒谷・福山

98

(2)

佐藤　朱美(Ｂ．Ｂ)
影山　恵子 (りんどう)

小西  紀子 (TC なずな)
大野  悦子 (TC なずな)

50歳以上の部

澤   なつい (つばさ)
齊藤 久美子 (GATC)#

酒谷 由美子 (あさかファミール)
福山 貴美子 (郡山TC)

草野  恵子 (つばさ)
岸田  節子 (なでしこTC)

小林 美智子 (二本松TC)
大谷  幸子 (二本松TC)

土屋  淑子 (TC なずな)
松田 しのぶ (TC なずな)

桜本  琴美 (さつき)
石井  里美 (つばさ)

7
隅木  睦子 (GATC)
黒木   泉 (GATC)

#

#

#

5

大友 美紀子 (TC KIRARI)
山内  英子 (会津庭球塾)6

8

9

#

#

小林  梨恵 (SUN.TC)
成松  泉 (SUN.TC)

1
浅井  百子 (GATC)
齋藤  千尋 (GATC)

85

4
小泉  清子 (さつき)
佐久間 悦子 (さつき)

3
酒井 ヨシイ (GATC)
円谷 ふじ子 (GATC)

2

源後  和子 (富久山TC)
大竹　満子 (あさかファミール)



一般の部　　３位決定戦

一般の部　　コンソレーション
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61 62

60

63

60

62 60

62

62

木暮・内海

高木・有我

83

夏井 二三子 (プラム)

片平  淳子 (さあくる)

木暮 真由美 (富士通SPN)

内海 友希子 (ルバート)

高木 加代子 (SLENDER)

有我  直子 (SLENDER)

山岸 久美子 (さわやか)

新田  真理 (SUN.TC)

高儀  路子 (チャオ)

三瓶  智子 (チャオ)

梅澤  笙子 (SUN.TC)

小松  典子 (SUN.TC)

bye

鈴木  秀実 (富士通SPN)

小林  睦美 (富士通SPN)

bye

千葉　ゆかり (チャオ)

田中　典子 (チャオ)

板橋  仁子 (moemoe)

吉田  慶子 (moemoe)

北村  文枝 (郡山TC)

佐藤 みゆき (郡山TC)

右松  浩子 (あさかファミール)

石田  博美 (あさかファミール)

bye

佐藤　郁江 (昭和電工)

小椋　智子 (テニス友の会)

坂本  栄子 (浪江テニス)

金子  美香 (浪江テニス)

bye

木村  陽子 (原町レディース)

横田  広美 (チャオ)

76

(2)



５０歳以上の部　　　３位決定戦

５０歳以上の部　　　コンソレーション

61 64

62 62

60 64

61

浅井・齋藤

84

酒井・円谷

草野  恵子 (つばさ)
岸田  節子 (なでしこTC)

源後  和子 (富久山TC)
大竹　満子 (あさかファミール)

佐藤　朱美(Ｂ．Ｂ)
影山　恵子 (りんどう)

大友 美紀子 (TC KIRARI)
山内  英子 (会津庭球塾)

小林  梨恵 (SUN.TC)
成松  泉 (SUN.TC)

酒井 ヨシイ (GATC)
円谷 ふじ子 (GATC)

澤   なつい (つばさ)
齊藤 久美子 (GATC)

浅井  百子 (GATC)
齋藤  千尋 (GATC)

土屋  淑子 (TC なずな)
松田 しのぶ (TC なずな)

小西  紀子 (TC なずな)
大野  悦子 (TC なずな)
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【一般の部】

優勝

準優勝

３位

４位

〈コンソレーション〉

優勝

準優勝

【５０歳以上の部】

優勝

準優勝

３位

４位

〈コンソレーション〉

優勝

準優勝

［ベストドレッサー賞］

一般の部

５０歳以上の部

切　　取　　線 切　　取　　線

酒井　ヨシイ（ＧＡＴＣ）、円谷　ふじ子（ＧＡＴＣ）

草野　恵子（つばさ）、岸田　節子（なでしこＴ．Ｃ）

澤　なつい（つばさ）、齋藤　久美子（ＧＡＴＣ）

浅井　百子（ＧＡＴＣ）、齋藤　千尋（ＧＡＴＣ）

源後　和子（富久山Ｔ．Ｃ）、大竹　満子（あさかファミール）

右松　浩子（あさかファミール）、石田　博美（あさかファミール）

北村　文枝（郡山Ｔ．Ｃ）、佐藤　みゆき（郡山Ｔ．Ｃ）

ベストドレッサー賞
一般

ベストドレッサー賞
５０代

高木　典子（セレッソ吾妻）、五十嵐　勝代（みるく）

野地　典子（つばさ）、山本　奈美子（さつき）

高木　加代子（ＳＬＥＮＤＥＲ）、有我　直子（ＳＬＥＮＤＥＲ）

山岸　久美子（さわやか）、新田　真理（ＳＵＮ.ＴＣ）

木暮　真由美（富士通ＳＰＮ）、内海　友希子（ルバート）

酒谷　由美子（あさかファミール）、福山　貴美子（郡山Ｔ．Ｃ）

小泉　清子（さつき）、佐久間　悦子（さつき）


