
【連絡事項】

参加者全員にお弁当を用意しています。（飲み物はご持参ください）

8:30 開場

8:45 受付締切

8:50～9:10 ネットを張り練習

9:05 リーダー会議

9:20～9:40 開会式

9:40～ チーム内打ち合わせ

10:00～ 試合開始

☆ 試合は30分のタイムマッチで、６ゲーム先取(セミアド）

    試合前のサービス練習はなし

    時間内に終わらない時は、その時点で成立しているゲームのみ有効

    もし、時間に余裕ができた場合は話し合いにて時間まで練習可

☆ 移動時間は10分(余裕がありますので最初と最後挨拶お願い致します）

☆ オーダー用紙を渡しますので、チームごとの対戦が終了しましたら

    本部に提出してください

第20回Let's Goテニス大会



期　　日 令和元年１０月２６日(土)

会　　場 会津総合運動公園テニスコート

主　　催 日本女子テニス連盟　福島県支部

主　　管 会津女子テニス連盟

後　　援 福島県テニス協会

会津テニス協会

福島民報社　　福島民友新聞社



No 氏名 クラブ 地区 No 氏名 クラブ 地区

1 酒井　ヨシイ GASCTT 県北 20 佐野　由香 いわきNTC いわき

2 大谷　幸子 二本松TC 県北 21 矢部　貴子 いわきNTC いわき

3 梅津　文子 福島ローンTC 県北 22 井上　みゆき enjoy いわき

4 室井　公子 福島ローンTC 県北 23 飯塚　敦子 enjoy いわき

5 菅野　るみ子 さつき 県北 24 菅原　千里 enjoy いわき

6 菅家　洋子 つばさ 県北 25 髙木　洋子 enjoy いわき

7 黒澤　逸子 つばさ 県北 26 伊藤　きぬ子 I,V,TC いわき

8 鴫原　雅子 つばさ 県北 27 山野辺　巻子 I,V,TC いわき

9 栗原　富子 セレッソ 県北 28 片平　淳子 さぁくる 会津

10 梅津　美千子 新・県北 29 高野　光恵 さぁくる 会津

11 石田　博子 SUN 県南 30 池田　真紀 ルバート 会津

12 室井　郁子 B.B 県南 31 山内　英子 ハッピー 会津

13 会田　松美 B.B 県南 32 小川　幸子 会津庭球塾 会津

14 宮崎　恵美子 B.B 県南 33 吉田　美子 やまとテニスクラブ 会津

15 大塚　早由紀 さわやか 県南

16 渡辺　則子 さわやか 県南

17 大竹　満子 あさかファミール 県南

18 大塚　由弥子 あさかファミール 県南

19 影山 　恵子 SUN 県南

参加者名簿



No 氏名 クラブ 地区 No 氏名 クラブ 地区

① 酒井　ヨシイ GASCTT 県北 ① 井上　みゆき enjoy いわき

2 菅野　るみ子 さつき 県北 2 伊藤　きぬ子 I,V,TC いわき

3 栗原　富子 セレッソ 県北 3 池田　真紀 ルバート 会津

4 小川　幸子 会津庭球塾 会津 4 梅津　文子 福島ローンTC 県北

5 片平　淳子 さぁくる 会津 5 梅津　美千子 県北

6 佐野　由香 いわきNTC いわき 6 黒澤　逸子 つばさ 県北

7 菅原　千里 enjoy いわき 7 会田　松美 B.B 県南

8 石田　博子 SUN 県南 8 大竹　満子 あさかファミール 県南

9 大塚　早由紀 さわやか 県南

No 氏名 クラブ 地区 No 氏名 クラブ 地区

① 渡辺　則子 さわやか 県南 ① 鴫原　雅子 つばさ 県北

2 室井　郁子 B.B 県南 2 室井　公子 福島ローンTC 県北

3 大谷　幸子 二本松TC 県北 3 山内　英子 ハッピー 会津

4 菅家　洋子 つばさ 県北 4 影山 　恵子 SUN 県南

5 高野　光恵 さぁくる 会津 5 宮崎　恵美子 B.B 県南

6 吉田　美子 やまとテニスクラブ 会津 6 大塚　由弥子 あさかファミール 県南

7 矢部　貴子 いわきNTC いわき 7 山野辺　巻子 I,V,TC いわき

8 髙木　洋子 enjoy いわき 8 飯塚　敦子 enjoy いわき

　　　　　　　　　チーム別名簿　　　　○はリーダーお願い致します

ピオーネ デラウェア

スチューベン シャインマスカット



タイムテーブル
コートNo.

7 8 9 10 17 18 19 20

8:30~8:45

8:50~9:10

9:20~9:40

10:00~10:30

10:40~11:10

11:20~11:50

11:50~12:50

12:50~13:20

13:30~14:00

14:10~14:40

14:40~15:00

ピオーネ vs. シャインマスカット　2回目 スチューベン vs. デラウェア　2回目

コート整備・閉会式

ピオーネ vs. シャインマスカット　1回目 スチューベン vs. デラウェア　1回目

昼食

ピオーネ vs. スチューベン　2回目 デラウェア vs. シャインマスカット　2回目

ピオーネ vs. デラウェア　2回目 スチューベン vs. シャインマスカット　2回目

受付

練習

開会式

ピオーネ vs. スチューベン　1回目 デラウェア vs. シャインマスカット　1回目

ピオーネ vs. デラウェア　1回目 スチューベン vs. シャインマスカット　1回目


