
受付： ８：４０～９：００
開会式： ９：００～
試合開始： ９：２０～

《大会注意事項》

１）本大会は「JTAテニスルールブック２０１８」を適用

３）試合前の練習は、初戦のみサービス４本です。

４）昼食は準備しております。

６）天候、その他により内容を変更する場合があります。

４）セルフジャッジで行います。
コールは対戦相手に伝わるようにしてください。

２）試合はすべて６ゲーム先取（ノーアド）で２５分、タイム
マッチで行います。結果報告の必要はありません。

５）大会中における負傷、事故等については応急処置をと
りますが、他については一切の責任を負いません。

第８回　オータム親睦会

平成３０年１０月２４日（水）
※予備日　２５日（木）



　　　　日　　程　　　　　　平成３０年１１月７日（火）　　　　予備日平成３０年１１月８日（水）平成３０年１０月２４日（水） 予備日　平成３０年１０月２５日（木）

　　　　場　　所　　　　　　　郡山庭球場郡山庭球場
　　　　主　　催　　　　　　県南女子テニス連盟県南女子テニス連盟
　　　　主　　管　　　　　　県南女子テニス連盟大会委員会県南女子テニス連盟大会委員会
　　　　後　　援　　　　　　郡山市・郡山市体育委員会・県南テニス協会郡山市・郡山市体育協会・県南テニス協会

　　　　ディレクター　　　　千葉　ゆかり遠藤　敏子
　　　　レフェリー　　　　 　黄木　由美子板橋　仁子

参加者　　　９０名　　　８４　　名

県北    大谷幸子 二本松TC いわき 長瀬美智代 美　美 鈴木幸枝 さわやか

(22名) 菅野久子 二本松TC (4名) 坂本ひろみ 美　美 大塚早由紀 さわやか

高橋絹子 二本松TC 佐藤智子 ルンルンTC 田中洋子 さわやか

広瀬真弓 二本松TC 永塚清美 ガットTC 渡辺則子 さわやか

酒井ヨシイ GASCTT 佐藤倫子 SAN

星　好子 GASCTT 県南 有我直子 あさかファミール 野田由紀子 SAN

隅木睦子 GASCTT (55名) 大塚由弥子 あさかファミール 柳沼江里子 SAN

渡辺敦子 GASCTT 大竹満子 あさかファミール 影山恵子 SAN

坂井美智代 ROSSO 波多野洋子 あさかファミール 黄木由美子 富久山テニス

千葉喜久江 ROSSO 水戸美知代 あさかファミール 源後和子 富久山テニス

芦沢真由美 さつき 八巻美代子 郡山TC 高橋美香 富久山テニス

宮崎夏子 さつき 上杉光代 郡山TC 室井郁子 　B・B

鈴木和美 さつき 大和田野光江 郡山TC 五十嵐喜代子 　B・B

鬼満由香 ドリームス 横田広美 郡山TC 佐藤朱美 　B・B

津田千恵子 ドリームス 藤本恭子 郡山TC 小林深雪 スマイル８８

菅野たかね ドリームス 木村由美子 郡山TC 杉本美雪 スマイル８８

齋藤礼子 セレッソ 小松真弓 郡山TC 鈴木由美子 スマイル８８

佐瀬純子 セレッソ 板橋仁子 郡山TC 渡部路子 スマイル８８

星　由賀 MAX 片岡礼子 郡山TC 高松ひさ子 りんどう

小手森都 つばさ 内藤廣子 郡山TC 山崎とも子 りんどう

村上さおり つばさ 千葉ゆかり 郡山TC 国分善子 チームNANA

二瓶浩美 ｺﾑﾃﾞﾌｨﾕ 伊藤明美 郡山TC 高橋由美子 チームNANA

伊藤千代 郡山TC 後藤義子 くまくま

会津 池田真紀 ルバートTC 高橋典子 郡山TC 古河彩子 ふるふるあやあや

(3名) 仲丸紀子 さあくる 鈴木典子 さわやか 畠　千歳 チームあさか

山内英子 ハッピー 滝田誠子 さわやか 鈴木ふじ子 チームあさか

野内由起子 さわやか 赤崎雅子 チームあさか

土屋明美 さわやか 小澤敦子 チームあさか

遠藤　祥 さわやか 柳沼貴子 チームあさか

斎藤智子 さわやか 遠藤敏子 チームあさか

第8回　オータム親睦会  仮ドロー

アシスタントディレクター　野田由紀子



1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
 9:20～  9:55～  10:30～  11:05～  11:40～  12:35～  13:10～  13:45～ 14:20～

コート   9:45   10:20   10:55   11:30   12:05   13:00   13:35   14:10   14:45

有我・室井 鈴木・赤崎
大和田野・

上杉
星　・　星 鈴木・滝田 有我・室井 有我・室井

大和田野・
上杉

有我・室井

鈴木・滝田 長瀬・佐藤
五十嵐・

佐藤
大和田野・

上杉
大塚・千葉 星　・　星

五十嵐・
佐藤

鈴木・赤崎 長瀬・佐藤

大塚・千葉 有我・室井 有我・室井 鈴木・小澤 星　・　星 鈴木・滝田 鈴木・滝田 大塚・千葉 星　・　星

星　・　星 大塚・千葉 鈴木・赤崎 鈴木・赤崎 鈴木・小澤 酒井・坂井 鈴木・赤崎
五十嵐・

佐藤
五十嵐・

佐藤

酒井・坂井 鈴木・滝田 鈴木・滝田
五十嵐・

佐藤
大和田野・

上杉
大塚・千葉 大塚・千葉 酒井・坂井 鈴木・滝田

大和田野・
上杉

星　・　星 長瀬・佐藤 長瀬・佐藤 長瀬・佐藤
大和田野・

上杉
鈴木・小澤 長瀬・佐藤

大和田野・
上杉

鈴木・小澤 酒井・坂井 大塚・千葉 有我・室井
五十嵐・

佐藤
鈴木・小澤 星　・　星 鈴木・滝田 大塚・千葉

五十嵐・
佐藤

鈴木・小澤 酒井・坂井 酒井・坂井 鈴木・赤崎 長瀬・佐藤 酒井・坂井 鈴木・小澤 鈴木・赤崎

池田・遠藤 大谷・菅野 後藤・古河 佐藤・藤本 宮崎・鈴木 池田・遠藤 池田・遠藤 後藤・古河 池田・遠藤

宮崎・鈴木 渡部・高橋 遠藤・柳沼 後藤・古河 横田・大竹 佐藤・藤本 遠藤・柳沼 大谷・菅野 渡部・高橋

横田・大竹 池田・遠藤 池田・遠藤 二瓶・佐瀬 佐藤・藤本 宮崎・鈴木 宮崎・鈴木 横田・大竹 佐藤・藤本

佐藤・藤本 横田・大竹 大谷・菅野 大谷・菅野 二瓶・佐瀬 坂本・永塚 大谷・菅野 遠藤・柳沼 遠藤・柳沼

坂本・永塚 宮崎・鈴木 宮崎・鈴木 遠藤・柳沼 後藤・古河 横田・大竹 横田・大竹 坂本・永塚 宮崎・鈴木

後藤・古河 佐藤・藤本 渡部・高橋 渡部・高橋 渡部・高橋 後藤・古河 二瓶・佐瀬 渡部・高橋 後藤・古河

二瓶・佐瀬 坂本・永塚 横田・大竹 池田・遠藤 遠藤・柳沼 二瓶・佐瀬 佐藤・藤本 宮崎・鈴木 横田・大竹

遠藤・柳沼 二瓶・佐瀬 坂本・永塚 坂本・永塚 大谷・菅野 渡部・高橋 坂本・永塚 二瓶・佐瀬 大谷・菅野

千葉・斎藤 山崎・杉本 高橋・齋藤 高松・仲丸 千葉・斎藤 畠・高橋 木村・小松 千葉・斎藤
小手森・

芦沢

高松・仲丸 野内・土屋 国分・高橋 木村・小松 野内・土屋 野内・土屋 高橋・齋藤 木村・小松 野内・土屋

小手森・
芦沢

千葉・斎藤 畠・高橋 村上・菅野 高松・仲丸 千葉・斎藤 国分・高橋
小手森・

芦沢
木村・小松

木村・小松 鈴木・大塚 山崎・杉本 国分・高橋 村上・菅野 山崎・杉本 山崎・杉本 国分・高橋 畠・高橋

村上・菅野 高松・仲丸 野内・土屋 高橋・齋藤
小手森・

芦沢
高松・仲丸 畠・高橋 村上・菅野 千葉・斎藤

高橋・齋藤
小手森・

芦沢
鈴木・大塚 畠・高橋 高橋・齋藤 国分・高橋 千葉・斎藤 畠・高橋 村上・菅野

国分・高橋 木村・小松 千葉・斎藤 山崎・杉本 木村・小松
小手森・

芦沢
高松・仲丸 高橋・齋藤 高松・仲丸

畠・高橋 村上・菅野
小手森・

芦沢
鈴木・大塚 国分・高橋 村上・菅野 野内・土屋 山崎・杉本 高橋・齋藤

鬼満・津田 八巻・影山 片岡・内藤
波多野・

水戸
鬼満・津田 柳沼・小林 伊藤・伊藤 鬼満・津田 隅木・渡辺

波多野・
水戸

源後・野田 田中・渡辺 伊藤・伊藤 源後・野田 源後・野田 片岡・内藤 伊藤・伊藤 源後・野田

隅木・渡辺 鬼満・津田 柳沼・小林 廣瀬・山内
波多野・

水戸
鬼満・津田 田中・渡辺 隅木・渡辺 伊藤・伊藤

伊藤・伊藤 板橋・黄木 八巻・影山 田中・渡辺 廣瀬・山内 八巻・影山 八巻・影山 田中・渡辺 板橋・黄木

廣瀬・山内
波多野・

水戸
源後・野田 片岡・内藤 隅木・渡辺

波多野・
水戸

柳沼・小林 廣瀬・山内 鬼満・津田

片岡・内藤 隅木・渡辺 板橋・黄木 柳沼・小林 片岡・内藤 板橋・黄木 板橋・黄木 柳沼・小林 廣瀬・山内

田中・渡辺 伊藤・伊藤 鬼満・津田 八巻・影山 伊藤・伊藤 隅木・渡辺
波多野・

水戸
片岡・内藤

波多野・
水戸

柳沼・小林 廣瀬・山内 隅木・渡辺 板橋・黄木 田中・渡辺 廣瀬・山内 源後・野田 八巻・影山 片岡・内藤
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