
期　　　日 平成２５年 ６月１２日（水）　　予備日　１３日（木）

会　　　場 福　島　市　庭 球 場

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　　　県北女子テニス連盟

後　　　援 朝日新聞社　　福島市教育委員会　　　　県北テニス協会

福島県テニス協会　　福島民報社　　福島民友新聞社

特別協賛 アメア スポーツ ジャパン株式会社

協　　　賛 東レ株式会社　　

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

フィアット　クライスラー　ジャパン

特別協力 株式会社 島津製作所

協　　　力 東レ　パン・パシフィック・テニス　　株式会社 東急ホテルズ

ウインザー商事株式会社　　永楽屋細辻伊兵衛商店　　　

株式会社　桃谷順天館　　　

ワックヘルス＆スポーツ株式会社

大　会　役　員

大会会長 飯田　　藍

大会副会長 鳥居　恵一郎　　中本　晃　　幼方　聡子　　松坂　喜幸　　　　　　　

ティツィアナ　アランプレセ　　高木　陽子

大会委員長 大塚　由弥子

大会委員 上遠野　和恵　　遠藤　純子　　星野　浩美　　武山　康　　佐野　由香　　　

吉田　美子　　　田中　照子

ディレクター 小手森　都

レフェリー 鴫原　悦子

競技委員 酒井　ヨシイ　　伊藤　公子　　津田　千恵子　　坂上　圭子　　芦澤　真由美

吉田　淳子　　大槻　ひとみ

＜ 大 会 注 意 事 項 ＞

1 この大会は、「JTAテニスルールブック ２０１３」に準じます。

2 試合は、本戦は８ゲームプロセットマッチ（ノードアドバンテージ）で行います。

コンソレーションと順位決定戦は、６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）で行います。

尚、天候などにより、変更することもあります。

3 コンソレーションは、初戦敗退者全員、行ってください。

4 試合前のウォーミングアップは、サービス４本とします。

5 進行は、すべてオーダーオブプレーで行います。

6 審判は、セルフジャッジで行います。コールは大きな声とハンドシグナルで行ってください。

7 試合球は、US OPEN　REGULAR　DUTY　を使用します。　

8 本大会期間中における負傷、事故等については応急処置はとりますが、その他に

ついては一切の責任は負いません。

9 貴重品については、各自で保管してください。
10 水分をしっかり補給し、けがのないように、自己管理をお願いします。

第１1回　ピンクリボンレディーステニス　福島県予選大会



８：３０ ～８：４５ 受　付　け

９：００～９：１0 練　　習　

９：１０～９：２０ 練　　習　

９：３０～ 開　会　式

９：５０～ 試 合 開 始　予　定

本　　　戦 ８ゲームプロセット、ノーアド
コンソレーション　　 ６ゲーム先取、ノーアド
順位決定戦（５～８位） ６ゲーム先取、ノーアド

試合前、サービス４本練習あり。

※　天候によって変更することもあります。

この大会は、「JTAテニスルールブック ２０１３」に準じます。
試合は、本戦は８ゲームプロセットマッチ（ノードアドバンテージ）で行います。
コンソレーションと順位決定戦は、６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）で行います。
尚、天候などにより、変更することもあります。
コンソレーションは、初戦敗退者全員、行ってください。
試合前のウォーミングアップは、サービス４本とします。
進行は、すべてオーダーオブプレーで行います。

審判は、セルフジャッジで行います。コールは大きな声とハンドシグナルで行ってください。

試合球は、USOPEN　REGULAR　DUTY　を使用します。　
本大会期間中における負傷、事故等については応急処置はとりますが、その他に
ついては一切の責任は負いません。
貴重品については、各自で保管してください。
水分をしっかり補給し、けがのないように、自己管理をお願いします。

ピンクリボン大会ディレクター　小手森　都

＜ 大 会 注 意 事 項 ＞
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池田　真紀 ルバートＴＣ 阿部　恵子 相馬マリンズ

高野　光恵 さあくる 穐本　春代 相馬マリンズ

2 13

山田　主恵 セレッソ 86 80 高橋　美香 富久山テニス

津田　千恵子 ドリームス 2 13 安藤　多恵子 SLENDER

85 82

滝田　誠子 さわやか 髙﨑　裕子 いわきNTC

土屋　明美 さわやか 5 17 矢部　貴子 いわきNTC

83 98

⑷ 野内　由起子 さわやか

古河　彩子 さわやか

坂本　ひろみ モンキーテニス村 16

風間　光子 モンキーテニス村 83 山岸　久美子 さわやか

5 17 蒲生　要子 さつき

85 84

澤　　なつい つばさ 石田　博美 あさかﾌｧﾐｰﾙ

宮崎　かおり ROSSO 熊田　利恵子 くまくま

9 22

菅原　千里 I.V.TC 83 82 遠藤　敏子 チームあさか

飯塚　敦子 オレンジ 板橋　仁子 アドバンス

8 19

佐藤美奈子 ガットTC 98 81

菊池　奈緒美　（ルンルンTC）ルンルンTC 8 ⑷ 髙木　光代 ガットTC

85 永塚　清美 ガットTC

有我　直子 SLENDER

後藤　義子 くまくま

草苅　まゆみ コムデ・フィユ 9 22 村越　千鶴子 郡山TC

山本　奈美子 さつき 82 80 佐藤　倫子 郡山TC

9 21

鈴木　照美 カルテット 83 85 佐瀬　純子 セレッソ

木村　正枝 ルバートTC 9 22 吉田　淳子 ねばっこ

83 81

鈴木　典子 さわやか 坂井　美智代 ＲＯＳＳＯ

斎藤　智子 さわやか 伊藤　公子 ＲＯＳＳＯ

＜シード順＞ 1 池田・高野

2 坂井・伊藤

3～4 石田・熊田　　菅原・飯塚

8

11

10

9

21

22

20

7

3

2

1

19

6

4

16

5

14

12

18

17

15

13

82

伊藤

一 般 の 部　

坂井



福山　貴美子 郡山ＴＣ 鈴木　由美子 富久山テニス

大竹　満子 あさかファミール 平栗　由紀子 チームあさか

1 10

村上　さおり つばさ 80 WO

浅倉　好子 つばさ 3
82

円谷　ふじ子 G.A.TC 穂坂　尚子 あさかファミール

隅木　睦子 G.A.TC 1 矢吹　京子 富久山テニス

80

石川　徳子 相馬マリンズ 黒澤　逸子 つばさ

佐藤　良子 相馬マリンズ 栗原　富子 なでしこ

13

82 松崎　幸子 G.A.TC

5 14 星　好子 G.A.TC

WO 83

成松　泉 SUN.TC 松崎　悦子 Ｉ.V.TC　

小林　梨恵 SUN.TC 渡辺　さゆり Ｉ.V.TC　

1 14

井澤　育代 I.V.TC 98 97 千葉　喜久江 ROSSO

鈴木　美恵子 I.V.TC ⑷ 石井　里美 つばさ

6 15

82 82

宮崎　夏子 さつき 小泉　清子 さつき

高木　典子 セレッソ 芦沢　真由美 さつき

山口　加奈子 セレッソ 6 15 源後　和子 富久山テニス

安斎　浩子 セレッソ 86 84 斉須　敦子 さわやか

18

80 水戸　美知代 さつき

9 18 佐久間　悦子 さつき

84 83

髙木　洋子 クロスロード 斎藤　千尋 G.A.TC

小池　みどり オレンジ 斎藤　久美子 G.A.TC

＜シード順＞ 福山・大竹

斎藤・斎藤

3～4 井澤・鈴木　　松崎・渡辺

3 11

4 12

19

8 17

18

5 14

6 15

1 10

2

５０ 歳 以 上 の 部　

16

9

1

2
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85

大竹

福山
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池田　真紀 ルバートＴＣ 阿部　恵子 相馬マリンズ

高野　光恵 さあくる 穐本　春代 相馬マリンズ

1 14

60 61

滝田　誠子 さわやか 髙﨑　裕子 いわきNTC

土屋　明美 さわやか 矢部　貴子 いわきNTC

4 14
61 61 野内　由起子 さわやか

古河　彩子 さわやか

髙﨑・矢部

坂本　ひろみ モンキーテニス村

風間　光子 モンキーテニス村

4 14

菅原　千里 I.V.TC 61 61

飯塚　敦子 オレンジ

6

64

佐藤美奈子 ガットTC 遠藤　敏子 チームあさか

菊池　奈緒美　（ルンルンTC）ルンルンTC 板橋　仁子 アドバンス

10 20

鈴木　照美 カルテット 63 62 村越　千鶴子 郡山TC

木村　正枝 ルバートTC 佐藤　倫子 郡山TC

10

63

鈴木　典子 さわやか

斎藤　智子 さわやか

村上　さおり つばさ 黒澤　逸子 つばさ

浅倉　好子 つばさ 栗原　富子 なでしこ

16

60

Bye 小泉　清子 さつき

7 19 芦沢　真由美 さつき

61 62

宮崎　夏子 さつき 源後　和子 富久山テニス

高木　典子 セレッソ 斉須　敦子 さわやか

7 19

63 60

山口　加奈子 セレッソ 斎藤　千尋 G.A.TC

安斎　浩子 セレッソ 斎藤　久美子 G.A.TC

17

19

一般の部　コンソレーション

５０歳以上の部　コンソレーション

4

6

7

10

11

12

14

15

18

20

1

3
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Bye

Bye
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7

8

12

16

63

62

斎藤・斎藤



澤　　なつい つばさ 石田　博美 あさかﾌｧﾐｰﾙ

宮崎　かおり ROSSO 熊田　利恵子 くまくま

山田　主恵 セレッソ 高橋　美香 富久山テニス

津田　千恵子 ドリームス 8 19 安藤　多恵子 SLENDER

有我　直子 SLENDER 65 60 髙木　光代 ガットTC

後藤　義子 くまくま 永塚　清美 ガットTC

山田　主恵 セレッソ 高橋　美香 富久山テニス

津田　千恵子 ドリームス 安藤　多恵子 SLENDER

井澤　育代 I.V.TC 千葉　喜久江 ROSSO

鈴木　美恵子 I.V.TC 石井　里美 つばさ

成松　泉 SUN.TC 鈴木　由美子 富久山テニス

小林　梨恵 SUN.TC 9 18 平栗　由紀子 チームあさか

髙木　洋子 クロスロード 60 60 水戸　美知代 さつき

小池　みどり オレンジ 佐久間　悦子 さつき

成松　泉 SUN.TC 鈴木　由美子 富久山テニス

小林　梨恵 SUN.TC 平栗　由紀子 チームあさか

一般の部 一般の部

野内　由起子 さわやか 高橋　美香 富久山テニス

古河　彩子 さわやか 安藤　多恵子 SLENDER

５０歳以上の部 ５０歳以上の部

斎藤　千尋 G.A.TC 黒澤　逸子 つばさ

斎藤　久美子 G.A.TC 栗原　富子 なでしこ

♪FIAT　「Fun　to　Play」賞

一般の部　５・６位決定戦

一般の部　７・８位決定戦

♪ウィルソン・ベストドレッサー賞

5 17
64

石田・熊田

５０歳以上の部　３・４位決定戦

５０歳以上の部　５・６位決定戦

一般の部　３・４位決定戦

6 15

RET

千葉・石井

2

8

13

19

2 13

5

9

10

18

5 10

61

水戸・佐久間

60

成松・小林

５０歳以上の部　７・８位決定戦

65

山田・津田

62

髙木・永塚



第１1回　ピンクリボンレディーステニス　福島県予選大会　結果　

＜一般の部＞　

優　勝 坂井　美智代　・　伊藤　公子

２　 位 草苅　まゆみ　・　山本　奈美子

３　 位 石田　博美　・　熊田　利恵子

４ 　位 澤　なつい　・　宮崎　かおり

５　 位 高木　光代　・　永塚　清美

６ 　位 有我　直子　・　後藤　義子

７　 位 成松　泉　・　小林　梨恵

８ 　位 鈴木　由美子　・　平栗　由紀子

＜５０歳以上の部＞

優  勝 福山　貴美子　・　大竹　満子

２　 位 松崎　悦子　・　渡辺　さおり

３　 位 千葉　喜久江　・　石井　里美

４ 　位 鈴木　美恵子　・　井澤　育代

５　 位 水戸　美知代　・　佐久間　悦子

６ 　位 高木　洋子　・　小池　みどり

７　 位 成松　泉　・　小林　梨恵

８ 　位 鈴木　由美子　・　平栗　由紀子

コンソレーション

＜一般の部＞

優  勝 髙橋　裕子　・　矢部　貴子

２　 位 坂本　ひろみ　・　風間　光子

＜５０歳以上の部＞

優  勝 斎藤　千尋　・　斎藤　久美子

２   位 宮崎　夏子　・　高木　典子


