
 平成25年9月3日(火) ・ 4日(水) ・ 5日(木）

予備日　9月6日（金）

〈競　技　役　員〉

   ディレクター　ディレクター 遠　藤　純　子

　レフェリー 大塚 由弥子

〈大 会 注 意 事 項〉

  １．この大会は、JTA発行の 「JTA テニスルールブック　２０１3」 に準じて行います。

  ２．試合は、本戦１Ｒ ８ゲームプロセットマッチ（ノーアドバンテージ）、２Ｒ～Ｆおよび３位決定戦は、

　　  原則として ノーアド・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方式で

　　　行います。

　　・５位～８位順位決定戦は、８ゲームプロセットマッチ（ノーアドバンテージ）で行います。

　　・ONE DAYは、1タイブレークセットマッチ（ノーアドバンテージ）で行います。

　  　尚、天候その他により、変更になる場合があります。

  ３．試合前のウォーミングアップは、2R目まで5分、ONE DAYはサービス６本とします。

  ４．進行は、すべてオーダーオブプレイで行います。また、勝者が結果を本部に報告してください。

  ５．審判は、セルフジャッジで行います。 ただし準決勝よりソロチェア・アンパイア制とします。

  ６．使用球は、「ヨネックスマッスルパワートーナメント（TMP80）」（第35回大会指定球） とします。

  ７．服装については、「JTA テニスルールブック　２０13」 の規定に準じます。

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

　　  主催者加入の傷害保険の範囲内とします。

  ９．貴重品については、各自で保管してください。主催者は一切の責任を取りません。

福　島　県　大　会 　　 ONE DAY大会

と　　き

ソニー生命カップ 第35回全国レディーステニス大会

と こ ろ  郡　山　庭 球 場　　　　 　　



ソニー生命カップ 全国レディーステニス 福島県大会 2013 

             ONE DAY大会 

 

【大会日程について】 

＜第１日目＞ 9月 3日（火）：郡山庭球場（16面） 予備日 9月 6日（金） 

＊受付終了         9：10 

＊練習時間（ONE DAYのみ練習）9：10～9：20＜5番 6番コート以外＞ 

＊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：ノーアド・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方式 

＊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 4日（水）郡山庭球場 （8面） 

＊受付          9：10まで 

＊練習なし 

＊試合開始        9：30～   3R～QF（試合前の練習は 5分） 

   

＜第 3日目＞ 9月 5（木）郡山庭球場  （4面） 

＊受付          9：10まで 

＊練習なし        

＊試合開始        9：30～   SF～F、3位決定戦（試合前の練習は 5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、長ズボン不可。福島県大会は、ロングスパッツ・ハイソックス可 

 上記の日程は、状況によって変更することがあります。 

 郡山庭球場は、午前 8時 30分開門です。 

 レフェリー    大 塚 由 弥 子 

ディレクター   遠 藤 純 子 

                       

 



上遠野　和恵 クロスロード 永塚　清美 ガットTC

根本　久美子 郡山TC 高木　光代 ガットTC

斉藤　智子 さわやか

古河　彩子 さわやか

村越　千鶴子 郡山TC 平栗　久仁子 ﾁｰﾑあさか

小島　さつき 郡山TC 坂本　悦子 ﾁｰﾑあさか

高橋　ひとみ ルバートTC 桜本　琴美 さつき

内海　友希子 ルバートTC 渡辺　康子 二本松TC

石田　博美 あさかﾌｧﾐｰﾙ 高田　美栄子 ﾁｰﾑあさか

高橋　美香 富久山ﾃﾆｽ 赤崎　雅子 ﾁｰﾑあさか

風間　光子 ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村 澤　　なつい つばさ

安藤　多恵子 SLENDER 斎藤　久美子 GATC

飯塚　敦子 オレンジ 遠藤　敏子 ﾁｰﾑあさか

菅原　千里 I．V．TC 柳沼　貴子 ﾁｰﾑあさか

高崎　裕子 いわきNT 鈴木　典子 さわやか

矢部　貴子 いわきNT 土屋　明美 さわやか

久冨　和子 二本松さくら 杉本　幸枝 郡山TC

隅木　睦子 GATC 後藤　義子 くまくま

小池　みどり クロスロード 佐々木　繁子 カリメロ

高木　洋子 クロスロード 五十嵐　勝代 なでしこ

坂本　ひろみ ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村 坂井　美智代 ROSSO

有我　直子 SLENDER 伊藤　公子 ROSSO

千葉　喜久江 ROSSO 滝田　誠子 さわやか

小手森　都 つばさ 遠藤　　祥 さわやか

田母神　みほ子 郡山TC 畠　　千歳 ﾁｰﾑあさか

福山　貴美子 郡山TC 平栗　由起子 ﾁｰﾑあさか

山岸　久美子 さわやか 菅野　悦子 さつき

蒲生　要子 さつき 山本　奈美子 さつき

横田　広美 くまくま 小形　美奈子 ROSSO

吉田　慶子 アドバンス 宮崎　かおり ROSSO

野内　由起子 さわやか 水戸　美知代 さつき

橘　　　ルミ さわやか 佐久間　悦子 さつき

草苅　まゆみ コムデ．フィユ 永澤　靖子 クキッグギ

野地　典子 つばさ 石井　里美 つばさ

石川　千鶴子 くまくま 鈴木　ささよ B・B

五十嵐　友美 くまくま 源後　和子 富久山ﾃﾆｽ

荒川　律子 GATC 宮崎　夏子 さつき

酒井　ヨシイ GATC 高木　典子 セレッソ

松崎　悦子 I．V．TC 吉田　淳子 ねばっこ

渡辺　さゆり I．V．TC 佐瀬　純子 セレッソ

鎌田　寄仁 B・B

中沢　　薫 B・B

坂本　美穂子 いわきNT 大竹　満子 あさかﾌｧﾐｰﾙ

熊田　利恵子 くまくま 佐久間　真麻 あさかﾌｧﾐｰﾙ

　シード順位　　①上遠野・根本　②大竹・佐久間　③坂井・伊藤　④千葉・小手森   

⑤～⑧坂本・有我、坂本・熊田、永塚・高木、滝田・遠藤

福　 島　 県　 大   会　（仮ドロー）
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Ａリーグ Ｃリーグ

1 山田　主恵 セレッソ 石田　幸子 ＳＵＮ．ＴＣ

津田　千恵子 ドリームス 影山　恵子 ＳＵＮ．ＴＣ

2 野田　由紀子 ＳＵＮ．ＴＣ 松崎　幸子 ＧＡＴＣ

斎須　敦子 さわやか 田中　照子 ＧＡＴＣ

3 村上　さおり つばさ 若松　和子 ガットＴＣ

山本　千賀子 つばさ 杉浦　陽子 ガットＴＣ

4 池田　真紀 ルバートＴＣ 北村　文枝 郡山ＴＣ

高野　光恵 さあくる 平野　来未 郡山ＴＣ

Ｂリーグ Ｄリーグ

1 上杉　光代 郡山ＴＣ 後藤　早苗 つばさ

中丸　紀子 さあくる 菅原　多津子 つばさ

2 安斎　浩子 セレッソ 赤井　あゆみ ガットＴＣ

山口　加奈子 セレッソ 佐藤　美奈子 ガットＴＣ

3 北　　留美 ガットＴＣ 大槻　ひとみ セレッソ

菊地　奈緒美 ルンルンＴＣ 星　　　好子 ＧＡＴＣ

4 板橋　仁子 アドバンス 鈴木　由美子 富久山ﾃﾆｽ

千葉　ゆかり アドバンス 長谷川　育子 富久山ﾃﾆｽ

○ 試合順序　　1－2　　3－4　　1－3　　2－4　　1－4　　2－3

○ 試合方法　　1タイブレークマッチ・ノーアドバンテージ　　

○ 各リーグ1位の決勝トーナメントを行う。

ＯＮＥ　ＤＡＹ　大会　(仮ドロー)
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