
○ 大会日程
＜第１日目＞ ９月２日（火）

郡山庭球場 開　門　　　　　８：３０
１６面 受付終了 ９：１０

練　習 試合前 ５分 （全レ本戦）
９：００～９：２０
試合前 ｻｰﾋﾞｽ６本

開会式 ９：３０ ～
試合開始 １０：００ ～ 本戦 ： １R、２R

コンソレーション（希望者）
ONE DAY 大会

＜第２日目＞ ９月３日（水）
郡山庭球場 開　門

８面 受付終了 ９：１０
練　習 試合前 ５分
試合開始 ９：３０ ～ 本戦 ： ３R、４R

＜第３日目＞ ９月４日（木）
郡山庭球場 開　門　

４面 受付終了 ９：１０
練 習 試合前 ５分
試合開始 ９：３０ ～ 本戦 ： SF、F、３・４位決定戦

　順位決定戦 （５～８位）
閉会式・表彰式

＜予備日＞　　　 ９月５日（金）
９月３日（水） （ONE DAY大会）

○ 試合方法
　・本 戦 ⇒ １ R ： ８ゲームプロセットマッチ（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）　

　　２R～F・３位決定戦 ： ２ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｾｯﾄ（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄ（１０ﾎﾟｲﾝﾄ）ﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ
※ ボールチェンジはなし

　・コンソレーション　⇒ ６ゲーム先取（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）
　・順位決定戦　　　 ⇒ ８ゲームプロセットマッチ（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ)
　・ONE DAY 大会 ⇒ １タイブレークマッチ（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ)

○ 服装について
１．正規のウエアを着用すること
２．着用可のもの

　サポーター　　アームカバー　　ネックカバー・バンダナ（内にする）　　スコート付きスパッツ　　
　※ ロゴは規定内のものとする。

３．不可のもの
　長ズボン　　スコート付き長ズボン　　タオル（首に巻く）　　顔カバー

　尚、天候などのやむをえない事情により変更することがあります。

○　1～３位のペアは、平成26年11月12日（水）～15日（土）に開催される全国決勝大会の代表となる。
　　 ４・５位のペアは、平成26年11月2日（日）に開催される第７回南東北３県対抗戦の代表となる。

ディレクター 遠藤 純子
レフェリー 大塚 由弥子

８：３０

｝（ONE DAY）

≪ 連　絡　事　項 ≫

第３回 ONE DAY 大会　 
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８：３０

８：３０



上遠野　和恵 （enjoy） 宮崎　夏子 （さつき）
根本　久美子 （郡山TC） 髙木　典子 （セレッソ）

畠　　千歳 （チームあさか）
平栗　由起子 （チームあさか） 円谷　ふじ子 （GATC）

隅木　睦子 （GATC）
佐藤　朱美 （Ｂ・Ｂ）
中澤　　薫 （Ｂ・Ｂ）

星　　好子 （GATC） 荒川　律子 （GATC）
蒲生　要子 （さつき） 酒井　ヨシイ （GATC）

鈴木　典子 （さわやか） 坂井　美智代 （ROSSO）
土屋　明美 （さわやか） 伊藤　公子 （ROSSO）

野内　由起子 （さわやか） 飯塚　敦子 （enjoy）
千葉　ゆかり （郡山TC） 菅原　千里 （enjoy）

熊田　利恵子 （くまくま） 渡辺　敦子 （GATC）
坂本　美穂子 （いわきNT） 小手森　都 （つばさ）

永澤　靖子 （クキッグギ） 池田　真紀 （ルバート）
石井　里美 （つばさ） 高野　光恵 （さあくる）

菅野　悦子 （さつき） 樋口　千春 （保原T.C）
佐々木　繁子 （カリメロ） 大室　光子 （保原T.C）

千葉　喜久江 （ROSSO） 高崎　裕子 （I.V.TC）
小形　美奈子 （ROSSO） 矢部　貴子 （いわきNTC）

杉本　幸枝 （郡山TC） 福山　貴美子 （郡山TC）
後藤　義子 （くまくま） 北村　文枝 （郡山TC）

斎藤　久美子 （GATC） 髙木　洋子 （enjoy）
佐久間　悦子 （さつき） 小池　みどり （enjoy）

石田　博美 （富久山テニス） 古河　彩子 （さわやか）
大竹　満子 （あさかファミール） 斉藤　智子 （さわやか）

滝田　誠子 （さわやか） 源後　和子 （富久山テニス）
遠藤　　祥 （さわやか） 斉須　敦子 （さわやか）

永塚　清美 （ガットTC） 鈴木　ささよ （Ｂ・Ｂ）
髙木　光代 （ガットTC） 室井　郁子 （Ｂ・Ｂ）

五十 嵐喜代子（Ｂ・Ｂ） 山本　奈美子 （さつき）
鴫原　信子 （りんどう） 草苅　まゆみ （コムデ・フィユ）

湯澤　裕美 （ガットTC） 吉田　慶子 （郡山TC）
本田　仁美 （ガットTC） 横田　広美 （郡山TC）
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＜シード順位＞　　1 上遠野・根本、 2 吉田・横田、 3～4 樋口・大室、千葉・小形、 7～8 菅野・佐々木、湯澤・本田、宮崎・高木、高崎・矢部
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福　島　県　予　選　大　会　（仮）



赤井　あゆみ （ガットTC） 小林 梨恵 （SUN.TC）

北　　留美 （ガットTC） 山岸 久美子 （さわやか）

野田 由起子 （SUN.TC） 有我 直子 （あさかファミール)

長谷川 育子 （富久山テニス） 坂本ひろみ （Ｔー∞）

田中　照子 （GATC） 黄木 由美子 （富久山テニス）

松崎　幸子 （GATC） 板橋 仁子 （郡山ＴＣ）

佐瀬　純子 （セレッソ） 柳沼 貴子 （チームあさか）

吉田　淳子 （GATC） 遠藤 敏子 （チームあさか）

五十嵐 友美 （くまくま） 鈴木 由美子 （郡山ＴＣ）

石川 千鶴子 （くまくま） 上杉 光代 （郡山ＴＣ）

菅野　るみ子 （さつき） 山田　主恵 （セレッソ）

菅家　洋子 （つばさ） 津田　千恵子 （ドリームス）

鈴木　和美 （さつき） 赤崎 雅子 （チームあさか）

加藤　信子 （誠クラブ） 高田 美栄子 （チームあさか）

影山 恵子 （SUN.TC） 服部　貴代子 （セレッソ）

八巻 美代子 （郡山ＴＣ） 鈴木　みや子 （セレッソ）

広瀬　真弓 （二本松TC） 五十嵐　勝代 （セレッソ）

大谷　幸子 （二本松TC） 安斎　浩子 （セレッソ）

松崎　悦子 （Ｉ.Ｖ.TC）

鈴木　節子 （Ｉ.Ｖ.TC）

佐藤　美奈子 （ガットTC） 　※ 抽選をして、１位トーナメントを行います。

菊地　奈緒美 （ガットTC） ２位、３位は希望者で行います。

竹田　美千代 （カリメロ）

村上　さおり （つばさ）
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