
期　　　日 平成30年6月7日(木)　　予備日6月8日(金)

会　　　場 郡山庭球場

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　　県南女子テニス連盟

後　　　援 朝日新聞社　　郡山市　　郡山市体育協会　　県南テニス協会

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

特別協力 株式会社 島津製作所　　株式会社ケイ・ティ・メディカル

協　　　力 東レ パン パシフィック オープンテニス　　　ウインザー商事株式会社　　　

PINKION JAPAN株式会社　　　株式会社 桃谷順天館　

株式会社永谷園ホールディングス　　　株式会社 永楽屋　　他

大　会　役　員

大会名誉会長 岸野　博
大会会長 武正八重子
大会副会長
大会委員長 大塚由弥子
大会委員 上遠野和恵　遠藤純子　芦沢真由美　高橋勝美　大竹満子　木暮真由美　山田多恵

ディレクター 大竹満子
レフェリー 星野浩美
競技委員 小林梨恵　　野田由紀子　後藤義子　　遠藤敏子　　黄木由美子　　遠藤祥　　板橋仁子

<大会注意事項>
1 この大会は「JTAテニスルールブック２０１８」に準じます。

2 試合は、本戦８ゲームプロセット（ノーアドバンテージ方式）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方式）で行います。

3 コンソレーションは、初戦敗退者全員行って下さい。

4 コンソレーションの使用ラケットは、全対戦ウィルソンのULTRAシリーズ５機種（100CV,100L,100UL,105S,110）

及び厚ラケタイプ４機種（XP0,XP1,TRIAD XP3,TRIAD XP5)のいずれかに限定します。

5 試合前のウォーミングアップは、サービス6本とします。

6 進行はすべてオーダーオブプレーで行います。

7 審判はすべて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下さい。

8 試合球はWilson US OPEN EXTRA DUTYを使用します。

9 本大会中における負傷，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。

10 貴重品については、各自で保管してください。

11 水分をしっかり補給し、けがのないように各自管理をお願いします。

12 天候等の事情により、試合方法が変更することもあります。

上田輝久   　　 幼方聡子　　　　　松阪喜幸　

［公式記録］
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                                 ［公式記録］

【一般の部】

優　勝 熊田利恵子 （くまくま） 五十嵐美穂 （くまくま）

準優勝 坂本ひろみ （美美） 矢部貴子 （いわきNTC)

３位 菅野悦子 （さつき） 山本奈美子 （さつき）

４位 穐本春代 （相馬マリンズ） 佐藤絵理子 （相馬マリンズ）

５位 後藤義子 （くまくま） 濱村幸恵 （郡山TC)

６位 飯塚敦子 (enjoy) 菅原千里 (enjoy)

ULTRA CUP（コンソレーション）

優　勝 高橋美香 （富久山テニス） 遠藤　祥 （さわやか）

準優勝 隅木睦子 (GASCTT) 渡辺敦子 (GASCTT)

【50歳以上の部】

優　勝 根本久美子 （郡山TC) 高木洋子 (enjoy)

準優勝 小池みどり (enjoy) 高橋勝美 （ルンルンTC)

３位 千葉喜久江 (ROSSO) 田母神みほ子 （郡山TC)

４位 荒川律子 (GASCTT) 酒井ヨシイ (GASCTT)

５位 大谷幸子 (二本松TC) 廣瀬真弓 (二本松TC)

６位 大竹満子 (あさかファミール） 水戸美知代 (あさかファミール）

ULTRA CUP（コンソレーション）

優　勝 鈴木ささよ （B.B) 鈴木由美子 （郡山TC)

準優勝 蒲生要子 (いわきNTC) 成松　泉 (SUN)

【永谷園賞】

栗原富子 （セレッソ） 山内英子 (ハッピー）
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飯塚敦子 （enjoy） 隅木睦子 （GASCTT）

菅原千里 （enjoy） 渡辺敦子 （GASCTT）

1 20

佐藤裕子 （カリメロ） 80 98 畠千歳 （チームあさか）

芦沢真由美 （さつき） (4)
20 平栗由起子 （チームあさか）

85 佐藤智子 （ルンルンTC）

8 21 長瀬美智代 （美美）

藤本恭子 （郡山TC） 83 83 穐本春代 （相馬マリンズ）

佐藤倫子 （SUN）
6 佐藤絵理子 （相馬マリンズ）

伊藤明美 (郡山ＴＣ） W.O

高橋典子 (郡山ＴＣ）
8 21

80 85

菅野悦子 （さつき） 斎藤智子 （さわやか）

山本奈美子 （さつき） 古河彩子 （ふるふるあやあや）

千葉ゆかり (郡山ＴＣ） 二瓶浩美 （コムデ・フィユ）

安藤多恵子 (郡山ＴＣ） 吉田淳子 （ＧＡＳＣＴＴ）

12 27

鈴木典子 （さわやか） 81 82 後藤義子 （くまくま）

滝田誠子 （さわやか）
12 27 濱村幸恵 （郡山ＴC）

熊田利恵子 （くまくま） 81 W.O 小松真弓 （郡山ＴC）

五十嵐美穂 （くまくま）
12 32 橋本直美 （郡山ＴC）

藤田恵美子 （あさかファミール）
83 97 高橋 美香 （富久山テニス）

木村由美子 （郡山TC） 14 遠藤　祥 （さわやか）

高橋ひとみ （ルバートTC） 86

木暮真由美 （富士通）
16 32

98 98

(3) (7)

星　由賀 （MAX） 坂本ひろみ （美美）

岡崎亜由美 （オーストリッチ） 矢部貴子 （いわきＮTC）

一般の部
公式記録
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50歳以上の部
石井里美 (つばさ） 石田幸子 （SUN）

佐久間悦子 (さつき）
18 高松久子 （りんどう）

81 宮崎夏子 (さつき）

1 19 吉田薫 (保原TC）

小澤敦子 （チームあさか） 84 80 小池みどり (enjoy）

鈴木由美子 （スマイル88）
4 19 高橋勝美 （ルンルンTC）

山岸久美子 （さわやか） 86 81 大竹恭子 （会津庭球塾）

土屋明美 （さわやか）
6 19 小川幸子 （会津庭球塾）

影山恵子 （SUN） 83 98 木村 正枝 （ﾙﾊﾞｰﾄTC）

会田松美 （B.B）
6

(4)
21 星　　好子 （GASCTT）

根本久美子 （郡山TC） 83 83 鈴木ささよ （B.B）

高木洋子 (enjoy）
6 24 鈴木由美子 （郡山TC）

橋本貞子 （ドリームス）
86 83 栗原富子 （セレッソ）

山田主恵 （セレッソ）
8 24 山内英子 （ハッピー）

上杉光代 （郡山TC） 84 84 大竹満子 （あさかファミール）

大和田野光江（郡山TC） 水戸美知代 （あさかファミール）

大谷幸子 （二本松TC） 松崎　悦子 （I．V．TC）

廣瀬真弓 （二本松TC）
9 25 渡辺さゆり （I．V．TC）

遠藤敏子 （チームあさか）
81 84 野田由紀子 （SUN）

板橋仁子 （郡山TC）
9 25 源後和子 （富久山テニス）

小泉清子 （さつき） 80 85 前山修子 （いわきNTC）

鈴木和美 （さつき）
12 27 江井由美 （いわきNTC）

五十嵐喜代子（Ｂ・Ｂ） 85 85 黄木 由美子 （富久山テニス）

佐藤朱美 （Ｂ・Ｂ）
13 32 小林 梨恵 （SUN）

千葉喜久江 （ROOSO） 82 84 寺島晴美 （コムデ・フィユ）

田母神みほ子（郡山TC）
13 29 佐瀬純子 （セレッソ）

蒲生要子 （いわきNTC）
84 W.O

高橋絹子 （二本松TC）

成松　泉 （SUN）
13 32 齋藤礼子 （セレッソ）

小久美枝子 （I．V．TC） 81 82

橋本みつ子 （I．V．TC）
15

津田 千恵子 （ドリームス） 84 荒川律子 （GASCTT）

鬼満 由香 （ドリームス） 酒井ヨシイ （GASCTT）

15 31 bye
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【ULTRA CUP：コンソレーション】

佐藤裕子 （カリメロ） 畠　千歳 （チームあさか）

芦沢真由美 （さつき） 平栗由起子 （チームあさか）

3 24

64 62

伊藤明美 （郡山ＴＣ） 斎藤智子 （さわやか）

高橋典子 （郡山ＴＣ） 13 29 古河彩子 （ふるふるあやあや）

千葉ゆかり （郡山ＴＣ） 60 62 二瓶浩美 （コムデ・フィユ）

安藤多恵子 （郡山ＴＣ） 11 吉田淳子 （ＧＡＳＣＴＴ）

鈴木典子 （さわやか） 64

滝田誠子 （さわやか） 13 29

藤田恵美子 （あさかファミール） 64 61

木村由美子 （郡山ＴＣ） 13

隅木睦子 （ＧＡＳＣＴＴ） 61 高橋美香 （富久山テニス）

渡辺敦子 （ＧＡＳＣＴＴ） 遠藤　祥 （さわやか）

石田幸子 (SUN)

20 高松久子 (りんどう）

小澤敦子 （チームあさか） 64 大竹恭子 (会津庭球塾）

鈴木由美子 （スマイル88) 3 22 小川幸子 (会津庭球塾）

影山恵子 (SUN) 61 61 鈴木ささよ (B.B)

会田松美 (B.B) 5 22 鈴木由美子（郡山TC)

橋本貞子 （ドリームス） 61 62 栗原富子 （セレッソ）

山田主恵 （セレッソ） 14 22 山内英子 （ハッピー）

遠藤敏子 （チームあさか） 61 61 野田由紀子 (SUN)

板橋仁子 （郡山TC) 10 26 源後和子 （富久山テニス）

小泉清子 （さつき） 64 63 黄木由美子 （富久山テニス）

鈴木和美 （さつき） 14 26 小林梨恵 (SUN)

蒲生要子 （いわきNTC) 62 64 寺島晴美 （コムデ・フィユ）

成松　泉 (SUN) 14 佐瀬純子 （セレッソ）

津田千恵子 （ドリームス） 63

鬼満由香 （ドリームス）
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一般の部

50歳以上の部

高橋・遠藤
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鈴木・鈴木
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【順位決定戦】

菅野悦子 （さつき） 穐本春代 （相馬マリンズ）

山本奈美子 （さつき） 佐藤絵理子 （相馬マリンズ）

飯塚敦子 （enjoi) 佐藤智子 （ルンルンTC)

菅原千里 （enjoi) 1 27 長瀬美智代(美美）

星　由賀 (MAX) 62 61 後藤義子 (くまくま）

岡崎亜由美 (オーストリッチ） 濱村幸恵 （郡山TC)

千葉喜久江 （ROSSO) 荒川律子 （GASCTT)

田母神みほ子（郡山TC) 酒井ヨシイ （GASCTT)

石井里美 （つばさ） 大竹満子 （あさかファミール）

佐久間悦子 （さつき） 9 24 水戸美知代 （あさかファミール）

大谷幸子 （二本松TC) 62 64 松崎悦子 (I.V.TC)

廣瀬真弓 （二本松TC) 渡辺さゆり (I.V.TC)

一般の部

３位決定戦

５位決定戦

50歳以上の部

３位決定戦

５位決定戦

菅野・山本

63

8 21

後藤・濱村
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1

16

20

27

千葉・田母神

13 32

62

大谷・廣瀬
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