
・郡山庭球場開門  8：30

・受付

・練習時間

2 3 4 5 6 7 8
神山・木村 蒲生・小池 有我・緑川 後藤・濱村 小斎・小林 高木・黒木 佐瀬・小泉

高野・滝田 小松・橋本 北・佐藤 湯田・岡崎 為田・高橋 千葉・伊藤 高橋・遠藤

黄木・小林 井上・高橋 前山・江井 酒井・坂井 小手森・大竹 伊藤・横田

佐藤・伊藤 小澤・鈴木 小林・大谷 鈴木・宮崎 鬼満・津田 田母神・高木

10 11 12 13 14 15 16
坂本・坂本 風間・山野辺 野田・源後 石井・廣瀬 斎藤・星 橋本・山田 佐藤・長瀬

遠藤・高橋 吉田・菅野 先崎・水戸 鈴木・畠 石田・高松 高橋・菅野 上杉・鈴木

・開会式

1．この大会は「JTAテニスルールブック2019」に準じます。

2．１位～6位まで順位決定戦を行います。（本戦のみ）

3．試合方法

　　・本戦１R・2Rは8ゲームプロセット(ノーアドバンテージ方式)、3Rからは１タイブレークセットマッチ

　　　(ノーアドバンテージ方式)で行います。

　　・順位決定戦とコンソレーションは、6ゲーム先取(ノーアドバンテージ方式)で行います。

4．コンソレーションは、初戦敗退者全員行ってください。(2位まで表彰)

　　　本大会のコンソレーションは「CLASH  CAP」と称し、指定されたウイルソンのラケットを使用してください。

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ください。

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

9．試打会「CLASH試打会」を行います。

10．テニスウェアを着用してください。

11．貴重品については、各自で保管してください。

12．本大会期間中における負傷、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。

13．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。

・「一般の部」・「50歳以上の部」の1位のペアは、10/15・16に開催される第17回ピンクリボンレディーステニス大会

　全国決勝大会の福島県代表になります。

・「一般の部」・「50歳以上の部」の2位・3位のペアは、10/1に開催される第12回南東北3県対抗戦（会場：福島・森合）

　の代表になります。

   大会ディレクター　　酒井ヨシイ

9
山崎・杉本

加藤・鈴木

隅木・渡辺

第17回ピンクリボンレディーステニス大会(福島県予選大会)

<連絡事項>

佐久間・山本

成松・佐藤

芦沢・佐藤

1



佐久間 悦子 さつき 湯田 美菜子 二本松TC

山本 奈美子 さつき 岡崎 亜由美 オーストリッチ

小斎 ひとみ ROSSO

小林 里佳 ｺﾑﾃﾞ･ﾌｨﾕ

成松  泉 SUN 為田 広子 富久山テニス

佐藤 倫子 SUN 高橋 由美子 チームNANA

神山 美加子 郡山TC 髙木 光代 ガットTC

木村 由美子 郡山TC ガットTC

佐藤 裕子 カリメロ

芦沢 真由美 さつき

高野 光恵 さあくる 千葉 喜久江 ROSSO

滝田 誠子 さわやか 伊藤 公子 ROSSO

蒲生 要子 いわきNTC 佐瀬 純子 セレッソ

小池 みどり enjoy 小泉 清子 さつき

髙橋 美香 富久山テニス

遠藤 祥 さわやか

小松 真弓 郡山TC 山崎 とも子 りんどう

橋本 直美 郡山TC 杉本 美雪 スマイル88

有我 直子 あさかファミール 加藤 弥美 ねばっこ

緑川 真由美 あさかファミール 鈴木 優子 MAX

北 留美 ガットTC

佐藤 美奈子 ガットTC

後藤 義子 くまくま 坂本 美穂子 いわきNTC

濱村 幸恵 郡山TC 坂本 ひろみ QOO

一般の部

1 ① 13

2 bye 14

3 15

4 16

5 17 bye

6 18

7 19

bye

8 bye 20

9 21

12 24 ②

10 22

11 23

＜シード順＞



井上 みゆき enjoy 小手森 都 つばさ

高橋 勝美 ルンルンTC 大竹満子 あさかファミール

上杉 光代 郡山TC

鈴木 由美子 郡山TC

遠藤 敏子 ＳＵＮ 隅木 睦子 GASCTT

高橋 典子 あさかファミール 渡辺 敦子 GASCTT

風間 光子 Qoo 佐藤 朱美 B.B

山野辺 巻子 I,V,TC 伊藤 明美 郡山TC

吉田 淳子 GASCTT 小澤 敦子 チームあさか

菅野 法子 ドリームス 鈴木 由美子 スマイル88

野田 由紀子 SUN 前山 修子 いわきNTC

源後 和子 富久山テニス 江井 由美 いわきNTC

先﨑 和子 あさかファミール 酒井 ヨシイ GASCTT
あさかファミール 坂井 美智代 ROSSO

石井 里美 つばさ 小林 美智子 二本松TC

廣瀬 真弓 二本松TC 大谷 幸子 二本松TC

鈴木 ささよ B.B 鈴木 和美 さつき

畠  千歳 チームあさか 宮崎 夏子 さつき

GASCTT ドリームス

星 好子 GASCTT 津田 千恵子 ドリームス

石田 幸子 SUN 伊藤 菊子 りんどう

高松 ひさ子 りんどう 横田 美佐子 B.B

橋本 貞子 ドリームス 富久山テニス

山田 主恵 セレッソ 小林 梨恵 SUN

高橋 絹子 二本松TC

菅野 久子 二本松TC

佐藤 智子 ルンルンTC １ 井上・高橋 郡山TC

Qoo 髙木典子 セレッソ

50歳以上の部

1 ① 17

2 bye 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 bye 23 bye

8 24

9 25

10 bye 26 bye

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31 bye

16 32 ②

＜シード順＞


