
大会記録

福島中央テレビ

  福島県女子テニス連盟10周年を機に、本連盟を生み育てられた若松紀志子氏（元名誉会長）

  の功績を記念し、また、FCT杯が末永く資金の面でも安定して運営されますように願い、
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  若松氏はもちろんのこと、多くの方々のご厚情を得て作られたものです。

  今後とも皆様のご協力をよろしくお願いします
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第37回　FCT・若松杯

福島県女子テニス地区対抗戦

と　き



　　　　日時　平成30年7月22日（日）
　　　　会場　いわき平テニスコート

プラクティスコート　　（各チーム、ネットを張って練習を始めてください）

注意事項

     1. コートで挨拶をして、オーダーを交換してから試合を始めてください。(試合終了時も挨拶)

     2. 試合前の練習は、ありません。

     3. ボールは番号の若い方のチームの代表が、本部へ取りに来て下さい。

     4. 試合はセルフジャッチとし、1セットマッチノーアドバンテージで行います。

     5. 試合が続く時のレストは、10分とします。

     6. 試合は原則として№1から入ります。

     7. 各対戦の結果は、勝ったチームがボールとオーダー用紙を持って本部に報告に来て下さい。

     8. 本戦は、原則として5試合すべて行います。

     9. コンソレーションは6ゲーム先取ノーアドバンテージで行います。

   10. コンソレーションは、5試合すべて行います。(本戦終了時点で打ち切りとします)

   11. ベンチコーチは各1名までとします。

   12. 試合は、原則としてルールブック2018に準じて行います。

   13. 天候その他の理由により、変更する場合があります。

　　※ゴミは、各自持ち帰りをお願いします。

13コート いわき なし(いわき)

14コート いわき 貝焼き(いわき)

5コート 酢キャベツ(県南) 11コート いわき めひかり(いわき)

6コート 燃やしま専科(県南) 12コート ガットTC(いわき)

3コート 開会式の為 空コート 9コート ココナッツドリーム(いわき)

4コート キューティーグリーン(県北) 10コート いわき トマト(いわき)

1コート 「あいづはニシン150円」(会津) 7コート ケンナンビネガーず(県南)

2コート 十人十色(県北) 8コート 減らしま専科(県南)

第37回　FCT・若松杯　福島県女子テニス地区対抗戦　連絡事項

          受付　8:00～8:30
          練習  8:00～8:30
    監督会議　8:25～    
　　　 開会式　8:45～
　  試合開始　9:00予定



【歴代記録】

　　ザ・ストロンガー雑草（県南） 　　　　おミズの花道(県北）

ちんたらタラコ（県南）

渡辺翔とケーキ（県南）

ケンナンこまちーず（県南） アモーレいわき２（いわき）

十人十色（県北） ココナッツドリーム（いわき）

イナカノビッチ（県北）

ミセスマーメイド（県北）

第34回（2015）

第35回（2016）

第36回（2017）

第37回（2018）

第32回（2013） ピンドン（県北） エピロン隊（いわき）

第33回（2014） チーム ぽんこつ（いわき） チャグチャグ馬馬コ（県北）

第30回（2011） レッドムーン（県北） 四つ葉のクローバー（いわき）

第31回（2012） ピンクレンジャー（いわき） スパイダーウーマン（県北）

第28回（2009） 切干し大根（いわき） イチゴイチエのナンテコッタ（県南）

第29回（2010） ふしぎの国のアリババ（県南） ケンナンモンスターズ（県南）

第25回(2006)

第26回(2007） 勝丼（県北） クレオパトラ（県南）

第27回(2008） 牛っとレバーギブアップ（県南） ドナドナドーナッツ！！（県北）

第23回(2004) 大ローラー姫（県南） 今が身頃の花見山（県北）

第24回(2005) ザ・ストロンガー雑種（県南） ワンtoラブだドール（県南）

第21回(2002) 本生柿ピー（県南） だぁ！だぁ！だぁ！（県北）

第22回(2003) ぴちぴちピーチーズ（県北） 入浴だメッツ（県南）

第19回(2000) 自己中（県南） カネゴン（県北）

第20回(2001) レモンバーム（県南） ローズマリー（県南）

第17回(1998) アッ蠍座（県南） ダチョウ（県北）

第18回(1999) 故障入りの若鳥と野菜ソテー（県南） 八方美人チーム（県北）

第15回(1996) ナンコアマゾン（県南） いわき選抜

第16回(1997) ミラクルショット（県南） 闇夜のカラス（県北）

第13回(1994) マングース（県南） いわきフレッシュ

第14回(1995) ゴジてれシャトル（県南） いわきフレッシュ

第11回(1992) いわき選抜 県北Ａ

第12回(1993) いわきフレッシュ 県南オイスターズ

第9回(1990) いわき選抜 県北Ａ

第10回(1991) 県　北 県　南

第7回(1988) い　わ　き 県北Ａ

第8回(1989) いわき選抜 県北Ａ

第5回(1986) いわきA いわきＢ

第6回(1987) い　わ　き 県北Ａ

第3回(1984) い　わ　き 福　島

第4回(1985) い　わ　き 会　津

優勝 準優勝

第1回(1982) い　わ　き 福　島

第2回(1983) 福　島 いわき



　　第37回 FCT・若松杯 福島県女子テニス地区対抗戦　　
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3位決定戦
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コンソレーション

   十人十色・減らしま専科
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№１

№２

№３

№４

№５ 千葉・伊藤 打切り 安藤・馬上

佐藤・橘内
４－３打切

り 本多・坂本

小手森・斉藤 ６－１ 赤津・諏佐

大室・鴫原 ７－６ 冨谷・湯澤

坂井・草苅 ６－３ 風間・吉岡

Ｆ 7 十人十色 ③－０ 13
ココナッツ

ドリーム

杉本・後藤 ３－６ 本多・坂本 先崎・水戸 打切り 田母神・鈴木

田母神・鈴木 ６－３ 風間・赤津 有我・渡辺 打切り 根本・星野

根本・星野 １－６ 冨谷・湯澤 横田・大竹 ６－１ 古内・内藤

古内・内藤 １－６ 吉岡・諏佐 大塚・石田 ６－０ 杉本・後藤

遠藤・浜村 ６－１ 安藤・馬上 五十嵐・熊田 ６－２ 遠藤・浜村

３決 1
けんなん

ビネガーず
③－０ 8 減らしま専科ＳＦ 8 減らしま専科 ２－③ 13

ココナッツ

ドリーム

小久・吉田 １－６ 安藤・馬上 有我・渡辺 ０－６ 坂井・草苅

百澤・鈴木 １－６ 冨谷・本多 先崎・水戸 ４－６ 千葉・伊藤

菊地・高橋 ３－６ 吉岡・諏佐 大塚・石田 ７－５ 佐藤・橘内

坂本・飯塚 ６－３ 湯澤・赤津 五十嵐・熊田 ６－３ 小手森・斉藤

佐藤・髙橋 ６－１ 風間・坂本 横田・大竹 ４－６ 大室・鴫原

ＳＦ 1
けんなん

ビネガーず
２－③ 7 十人十色２R 11 いわき貝焼き ２－③ 13

ココナッツ

ドリーム

赤塚・江井 ０－６ 大室・鴫原 根本・星野 ６－０ 田中(真)・田中(静)

芳賀・佐藤 １－６ 坂井・草苅 田母神・鈴木 ６－１ 橋本・宮嶋

前山・山野辺 １－６ 千葉・伊藤 遠藤・浜村 ０－６ 矢部・佐藤

小池・大越 １－６ 佐藤・橘内 古内・内藤 ２－６ 渡辺・蒲生

小貫・井上 ６－２ 小手森・斉藤 杉本・後藤 ７－６ 上遠野・菅原

２R 8 減らしま専科 ③－２ 9 いわきトマト２R 4 いわきめひかり １－④ 7 十人十色

吉田・鈴木 ６－３ 野田・源後 先崎・水戸 ６－３ 赤井・菊地

小久・飯塚 ４－６ 遠藤・黄木 有我・渡辺 １－６ 北・佐藤

髙橋・百澤 ２－６ 高松・成松 大塚・石田 ６－２ 永塚・橋本

菊地・高橋 ６－０ 板橋・安藤 横田・大竹 ６－２ 黒木・齋藤

佐藤・坂本 ６－１ 佐藤・影山 五十嵐・熊田 ６－２ 髙木・若松

２R 1
けんなん

ビネガーず
④－１ 2 ガットＴＣ１R 11 いわき貝焼き ③－２ 12 燃やしま専科

佐藤・石井 ０－６ 小手森・斉藤 矢部・渡辺 ６－０ 斉須・野内

宮澤・菅野 ２－６ 大室・鴫原 上遠野・蒲生 ６－２ 　鈴木・斎藤

安藤・穂﨑 ０－６ 坂井・草苅 宮嶋・田中（静） ０－６ 山岸・千葉

松﨑・伊藤 ３－６ 千葉・伊藤 橋本・菅原 ６－２ 室井・土屋

髙木・鈴木 ３－６ 佐藤・橘内 佐藤・田中（真） ２－６ 滝田・遠藤

１R 9 いわきトマト ③－２ 10 酢キャベツ１R 6 いわき梨 ０－⑤ 7 十人十色

佐藤・北 ６－２ 梅津・伊藤 井上・佐藤 ６－３ 小川・木暮

橋本・永塚 ６－２ 渡辺・隅木 小貫・小池 ６－０ 内海・夏井

赤井・菊地 ７－６ 久冨・佐久間 山野辺・赤塚 ６－０ 片平・大竹

若松・髙木 ２－６ 荒川・酒井 前山・江井 １－６ 木村・高橋

「あいづはニシン

１５０円」

齋藤・黒木 ３－６ 星・吉田 芳賀・大越 １－６ 山内・吉田

キューティー

グリーン
１R 4 いわきめひかり ③－２ 5

≪ 結　　果 ≫

１R 2 ガットＴＣ ③－２ 3



≪FCT・若松杯　2018　参加者　名簿≫

1 　佐藤悦子◎ 1 　隅木睦子◎ 1 　木暮真由美◎ 1 　渡辺幸江◎ 1 　星野浩美◎

2 　千葉喜久江 2 　梅津文子 2 　片平淳子 2 　大塚由弥子 2 　田母神みほ子

3 　坂井美智代 3 　伊藤隆子 3 　高橋ひとみ 3 　先崎和子 3 　浜村幸恵

4 　橘内　悠 4 　久冨和子 4 　吉田美子 4 　佐久間真麻 4 　後藤義子

5 　大室光子 5 　佐久間英子 5 　夏井二三子 5 　水戸美知代 5 　根本久美子

6 　小手森都 6 　酒井ヨシイ 6 　大竹恭子 6 　大竹満子 6 　鈴木由美子

7 　草苅まゆみ 7 　荒川律子 7 　小川幸子 7 　有我直子 7 　内藤廣子

8 　斉藤久美子 8 　吉田淳子 8 　山内英子 8 　五十嵐美穂 8 　古河彩子

9 　鴫原悦子 9 　星　好子　 9 　木村正枝 9 　熊田利恵子 9 　遠藤純子

10 　伊藤公子 10 　渡辺敦子 10 　内海友希子 10 　石田博美 10 　杉本幸枝

1 　遠藤　祥◎ 1 　板橋仁子◎ 1 　冨谷直美◎ 1 　髙木光代◎ 1 　飯塚敦子◎

2 　山岸久美子 2 　影山恵子 2 　本多朋子 2 　若松和子 2 　髙橋勝美

3 　斉須敦子 3 　高松ひさ子 3 　坂本ひろみ 3 　黒木真理 3 　佐藤陽子

4 　土屋明美 4 　源後和子 4 　吉岡美樹 4 　橋本敦子 4 　小久美枝子

5 　野内由起子 5 　野田由紀子 5 　風間光子 5 　齋藤恵美子 5 　百澤厚子

6 　鈴木典子 6 　佐藤朱美 6 　湯澤裕美 6 　赤井あゆみ 6 　坂本美穂子

7 　滝田誠子 7 　成松 泉 7 　諏佐美波 7 　菊地奈緒美 7 　高橋美香

8 　斎藤智子 8 　安藤多恵子 8 　赤津さおり 8 　永塚清美 8 　菊地直子

9 　室井郁子 9 　黄木由美子 9 　安藤有衣 9 　佐藤美奈子 9 　吉田淑子

10 　千葉ゆかり 10 　遠藤敏子 10 　馬上弥生 10 　北　留美 10 　鈴木美江

1 　小池みどり◎ 1 　石井政江◎ 1 　蒲生要子◎

2 　井上みゆき 2 　髙木洋子　 2 　上遠野和恵

3 　佐藤智子 3 　鈴木節子 3 　菅原千里

4 　小貫由美子 4 　松﨑悦子 4 　橋本みつ子

5 　山野辺巻子 5 　伊藤きぬ子 5 　渡辺さゆり

6 　赤塚道子 6 　安藤雪絵 6 　矢部貴子

7 　江井由美 7 　穂﨑真喜子 7 　佐藤正恵

8 　佐藤幸恵 8 　佐藤博美 8 　田中真木子

9 　前山修子 9 　菅野春美 9 　宮嶋恒子

10 　芳賀真寿美 10 　宮澤和子 10 　田中静江

11 　大越ふみえ

※ ◎は監督さんになります。

いわき めひかり いわき　梨 いわき　トマト

県北

県南 いわき

いわき いわき いわき

ココナッツドリーム ガットＴＣ いわき 貝焼き

十人十色 キューティーグリーン 「あいづはニシン150円」 ケンナンビネガーず 減らしま専科

酢キャベツ 燃やしま専科

会津 県南

いわき

県北 県南

いわき県南
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準優勝：ココナッツドリーム(いわき)

第37回 FCT・若松杯福島県女子テニス地区対抗戦

集合写真

優勝：十人十色(県北)

3位：ケンナンビネガーず(県南) 4位：減らしま専科(県南)


