
場　所：郡山庭球場

期　日：令和１年１１月１４日（木）

8:30 開　　門

9:00 受付終了

9:00 練　　習

～20 ※ チームごとに練習をしながら顔合わせをしてください。
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9:30 ～ 開 会 式

10:00 ～ 試合開始

※ 30分のタイムマッチ、１セットマッチ（デュースあり）

試合前の練習は、サービス４本

結果の報告はなし。

前の試合が終わるまでに、挨拶をすませてコートに

お入りください。
○ 皆勤賞の表彰をします。

当日、ポイントカードがない場合は、無効となります。

〇 抽選会を行います。

〇 テニスクリニックを行います。

○ まとめ役（☆マーク）さんはよろしくお願いします。

※ お弁当はありませんので、各自ご準備くださいますよう
お願い致します。
（要項にはありましたが、その分を抽選会に変更致します。)

※ 予備日はありません。

jun.86.525@gmeil.com

わ い わ い 祭

≪連 絡 事 項≫

コート

チーム

＊ご不明な点、名前の訂正などがございましたら、遠藤までご連絡ください。

mailto:jun.86.525@gmeil.com
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☆1 高橋　美香 富久山テニス ☆26 大竹　満子 あさかﾌｧﾐｰﾙ ☆51 横田　広美 あさかﾌｧﾐｰﾙ ☆75 矢部　貴子 いわきNTC

2 永塚　清美 ガットTC 27 上杉　光代 郡山TC 52 大和田野　光江 郡山TC 76 八巻　美代子 郡山TC

3 高松　ひさ子 りんどう 28 石田　博子 SUN 53 石田　幸子 SUN 77 小手森　都 つばさ

4 根本　美弥子 郡山TC 29 小久　美枝子 I.V.TC 54 野地　麻由美 ドリームス 78 国分　善子 チームNANA

5 内藤　廣子 あさかﾌｧﾐｰﾙ 30 菅野　久子 二本松TC 55 松﨑　悦子 I.V.TC 79 星　好子 GASCTT

6 阿部　恵子 星和TC 31 鈴木　順子 たんぽぽ 56 小澤　敦子 チームあさか 80 斉須　敦子 さわやか

32 遠藤　純子 本宮ﾚﾃﾞｨｰｽ
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☆7 佐藤　倫子 SUN ☆33 井上　みゆき enjoy ☆57 星野　浩美 郡山TC ☆81 源後　和子 富久山TC

8 大塚　由弥子 あさかﾌｧﾐｰﾙ 34 影山　恵子 SUN 58 佐藤　寿美江 ドリームス 82 波多野　洋子 あさかﾌｧﾐｰﾙ

9 山崎　とも子 りんどう 35 水戸　美知代 あさかﾌｧﾐｰﾙ 59 野田　由紀子 SUN 83 羽田　トモ子 クキッグキ

10 神山　美加子 郡山TC 36 木村　由美子 郡山TC 60 田中　洋子 さわやか 84 佐瀬　純子 セレッソ

11 宮嶋　恒子 いわき中央TC 37 佐藤　朱美 B.B 61 高橋　典子 あさかﾌｧﾐｰﾙ 85 小林　里佳 コムデ・フィユ

12 黄木由美子 富久山TC 38 星　由賀 ROSSO 62 斎藤　恵美子 いわき中央TC 86 佐野　由香（10時～）いわきNTC

13 高橋　由美子 チームNANA 87 有我　直子 あさかﾌｧﾐｰﾙ
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☆14 田母神　みほ子 郡山TC ☆39 石田　博美　 富久山TC ☆63 根本　久美子 あさかﾌｧﾐｰﾙ ☆88 竹野　礼子 丸善商事

15 山内　英子 ハッピー 40 五十嵐　喜代子 B.B 64 仲丸　紀子 さぁくる 89 伊藤　きぬ子 I.V.TC

16 蒲生　要子 いわきNTC 41 武田　玲子 スマイル88 65 成松　泉 SUN 90 後藤　義子 くまくま

17 加藤　弥美 ねばっこ 42 木島　美由紀 あさかﾌｧﾐｰﾙ 66 渡辺　則子 さわやか 91 鈴木　由美子 スマイル88

18 板橋　仁子 SUN 43 鈴木　由美子 郡山TC 67 小松　真弓 郡山TC 92 芦沢　真由美 さつき

19 高橋　絹子 二本松TC 44 上遠野　和恵 enjoy 68 田中　静江 いわき中央TC 93 安藤　多恵子 郡山TC
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☆20 濱村　幸恵 郡山TC ☆45 酒井　ヨシイ GASCTT ☆69 山田　多恵 南相馬TC ☆94 小林　梨恵 SUN

21 熊田　利恵子 くまくま 46 室井　郁子 B.B 70 高山　ハツ子 りんどう 95 木村　正枝 ルバートTC

22 栗原　富子 セレッソ 47 佐藤　美奈子 ガットTC 71 高野　光恵 さぁくる 96 本田　寿恵 ねばっこ

23 為田　広子 富久山TC 48 梅津　美千子 72 伊藤　明美 郡山TC 97 鈴木　ささよ B.B

24 山野辺　巻子 I.V.TC 49 片岡　礼子 郡山TC 73 江井　由美 いわきNTC 98 安斎　浩子 セレッソ

25 小林　美歌子 南相馬TC 50 土屋　明美 さわやか 74 小形　美奈子 広成建設 99 高橋　勝美(10時～）ルンルンTC

＜参　加　者　名　簿＞
☆ ⇒ まとめ役


