
ソニー生命カップ 全国レディーステニス 福島県大会 2012 

             ONE DAY大会 

 

【大会日程について】 

＜第１日目＞ 9月 12日（水）：福島庭球場（18面） 予備日 9月 18日（火） 

＊受付         8：45～9：10 

＊練習時間（ONE DAYのみ練習）9：10～9：20＜1番～6番コート＞ 

＊開会式        9：30～ 

＊試合開始      10：00～ 1R～2R  

・試合前の練習は 5分（ONE DAYはサービス 6本） 

＊試合方式       １Ｒ：8ゲームプロセットマッチ（ノーアドバンテージ方式） 

２Ｒ～Ｆまで：２タイブレークセット（ノーアドバンテージ） 

ファイナルセット（10ポイント）マッチタイブレーク 

＊コンソレーション・・・6ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 

・希望者は本部へ申し込んでください。 

    ＊ONE DAY・・・すべての試合 1タイブレークセットマッチ（ノーアドバンテージ方式） 

   

＜第 2日目＞ 9月 13日（木）：福島庭球場（9面） 

＊受付          9：10まで 

＊プラクティスコート   9：00～9：20（１Ｒめに入るコート半面で行う） 

＊試合開始        9：30～   3R～QF（試合前の練習は 3分） 

   

＜第 3日目＞ 9月 14日（金）：福島庭球場（6面） 

＊受付          9：10まで 

＊プラクティスコート   9：00～9：20（１Ｒめに入るコート半面で行う） 

＊試合開始        9：30～   SF～F、3位決定戦（試合前の練習は 3分） 

5位～8位順位決定戦：抽選によるトーナメントを 

8ゲームプロセットマッチ（ノーアドバンテージ方式）で行います。                      

＊閉会式及び表彰式 

 

【連絡事項】 

 シードについては、ドロー表のとおりです。 

 9時 00分まではコートを使用できません。 

 ウェアについて、長ズボン着用可。福島県大会は、長いスパッツ可（但しロゴに注意） 

 ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。 

 上記の日程は、状況によって変更することがあります。 

 レフェリー    大 塚 由 弥 子 

ディレクター   上 遠 野 和 恵       

                        （連絡先：上遠野）TEL/FAX   0246－36－4709 

                                      携帯    090－5848－3586 



竹野礼子 丸善商事 坂井美智代 ROSSO

佐久間真麻 あさかファミール 伊藤公子 ROSSO

高木光代 ガットTC

永塚清美 ガットTC

安藤多恵子 SLENDER 小手森都 つばさ

金子美香 SLENDER 佐々木繁子 カリメロ

服部貴代子 セレッソ 佐藤倫子 moemoe

山口加奈子 セレッソ 吉田慶子 アドバンス

山田主恵 ねばっこ 円谷ふじ子 GATC

安斎浩子 セレッソ 隅木睦子 GATC

五十嵐勝代 なでしこ 鈴木ささよ B・B

高木典子 セレッソ 室井郁子 B・B

宮崎夏子 さつき 石田博美 あさかファミール

大室光子 保原T・C 濱村幸恵 郡山TC

澤口敏子 さわやか 荒川律子 GATC

山岸久美子 さわやか 酒井ヨシイ GATC

澤なつい つばさ 草野恵子 つばさ

草苅まゆみ コムデ・フィユ 岸田節子 なでしこ

高野光恵 カルテット 井澤育代 I.V.TC

池田真紀 カルテット 鈴木美恵子 I.V.TC

桜本琴美 さつき

渡辺康子 二本松T・C

助川恵理 クロスロード 熊田利恵子 くまくま

小池みどり オレンジ 大竹満子 あさかファミール

坂本美穂子 いわきＮＴ 田母神みほ子 郡山TC

高橋勝美 ルンルンＴＣ 福山貴美子 郡山TC

松崎悦子 Ｉ．Ｖ．ＴＣ 鈴木照美 さあくる

渡辺さゆり Ｉ．Ｖ．ＴＣ 木村正枝 ルバートTC

有我直子 SLENDER 高橋美香 富久山テニス

蒲生要子 さわやか 古河彩子 さわやか

高田美栄子 チームあさか 畠千歳 チームあさか

赤崎雅子 チームあさか 平栗由紀子 チームあさか

鈴木由美子 富久山テニス 二瓶浩美 コムデ・フィユ

長谷川育子 富久山テニス 山本千賀子 つばさ

小形美奈子 ROSSO 中澤薫 B・B

宮崎かおり ROSSO 佐藤朱美 B・B

鈴木典子 さわやか 遠藤祥 さわやか

斉藤智子 さわやか 滝田誠子 さわやか

水戸美知代 さつき 柳沼貴子 チームあさか

佐久間悦子 さつき 遠藤敏子 チームあさか

菅原千里 Ｉ．Ｖ．ＴＣ 五十嵐喜代子 B・B

髙木洋子 モンキーテニス村 鈴木ひとみ B・B

永澤靖子 クキッグキ

石井里美 つばさ

菅野悦子 さつき 佐藤悦子 ROSSO

山本奈美子 さつき 根本久美子 郡山TC
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1 2 3 勝敗 得失点 順位
菅野るみ子　　さつき
菅家洋子　　　つばさ
佐藤裕子　　　カリメロ
坂上圭子　　　カリメロ
佐藤純子　　　セレッソ
吉田淳子　　　ねばっこ
試合の順序　1-2　2-3　1-3

1 2 3 勝敗 得失点 順位
斎藤千尋　  　　GATC
斎藤久美子　　 GATC
佐藤寿美江　　ドリームス
橋本貞子　　　 ドリームス
山内英子  　　 トモロウ
廣瀬真弓　　　二本松T・C
試合の順序　1-2　2-3　1-3

1 2 3 勝敗 得失点 順位
佐藤友子　　　　ドリームス
津田千恵子　 　ドリームス
鎌田寄仁　　　　B・B
大河原つや子　B・B
菅原多津子　　つばさ
後藤早苗　　 　つばさ
試合の順序　1-2　2-3　1-3

1 2 3 勝敗 得失点 順位
村上さおり　　　つばさ
浅倉好子　　 　つばさ
木暮真由美    富士通TC
佐藤美枝子　　柳津ローンTC
田中照子　　 　GATC
松崎幸子　 　　GATC
試合の順序　1-2　2-3　1-3

1位トーナメント

2位トーナメント

3位トーナメント

Ａブロック

1

2

Ｂブロック

1

3

Cブロック

1

3

2

Dブロック

1

3

全国レディース ONE　DAY　大会　

A

B

C

D

A

3

2

2

D

B

C

D

A

B

C


