ソニー生命カップ 第 39 回全国レディーステニス大会
《広島県大会》

期

日

2017 年 9 月 4 日(月)～6 日(水)･8 日(金・予備日)･11 日(月)

会

場

広島広域公園テニスコート
広島市安佐南区大塚西５丁目２－１

特別協賛

ソニー生命保険株式会社

主

催

(公財)日本テニス協会

後

援

(公財)日本体育協会 日刊スポーツ新聞社 広島県教育委員会 広島市

朝日新聞社

公益財団法人広島市スポーツ協会 広島県テニス協会 広島市テニス協会
広島ホームテレビ 昭島市 昭島市教育委員会
主

管

日本女子テニス連盟広島県支部

協

賛

株式会社岡村製作所

協

力

ヨネックス株式会社

広島県大会役員
大 会 会 長

熊野 義夫（広島県テニス協会会長）

大会副会長

副島 英樹（朝日新聞社広島総局長）

名 誉 顧 問

萩本 友男（ソニー生命保険株式会社 代表取締役社長）

大 会 顧 問

嶋岡 正充（ソニー生命保険株式会社 代表取締役執行役員副社長）

大 会 役 員

高橋 由啓（広島県テニス協会理事長）
得丸 順一郎（ソニー生命保険株式会社広島ＬＰＣ広島中央支社長）

委

員

長

中木 淳子（日本女子テニス連盟広島県支部支部長）

副 委 員 長

松本 万里江（日本女子テニス連盟広島県支部理事長）

ディレクター

今田 美智子

レフェリー

桂

大 会 委 員

神原佐智子・国本 恭子・佐藤 敦子・中川 まみ・中村 良枝

和子

宮腰 清美

ソニー生命カップ 第３９回全国レディーステニス大会
＜広島県大会＞

実施要項
於：広島広域公園テニスコート

《 大会日程 》
９月４日(月)

９月５日(火)

９月６日(水)

９月８日(金)

開会式９：００･１Ｒ・２Ｒ

残り試合･コンソレ１Ｒ～

残り試合

予備日

９月１１日（月）
ＳＦ･Ｆ･３位決定戦
（屋内コート）

☆上位３ペアは県代表として１１月８日（水）～１１日（土）に昭和の森テニスセンターで開催される全国決勝
大会に出場します。代表ペアの１名に欠員ができた場合、次点のペアが繰り上げ出場します。（代表選
手には全国決勝大会の参加料・宿泊費・交通費の一部を女子連より補助いたします。）
☆上記代表の次点のペアは、１０月１２日（木）、予備日１０月１３日（金）に鳥取県立布施総合運動公園で
開催する中国５県対抗≪きなんせ≫鳥取大会に出場します。
《 大会注意事項 》
受
付
開会式に全員参加していただきますので、８：４５までに集合してください。
※雨天の場合でも開会式は屋内コートで行いますので必ず集合してください。
試合方法
全試合トーナメント方式
ノーアド・２タイブレークセット、ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク方式
初戦敗退者によるコンソレーションを行います。
※コンソレに限り本大会参加者の中でのペア変更は可
使 用 球
ヨネックスマッスルパワートーナメント（ＴＭＰ８０） （第３９回大会指定球）
練
習
サービス４本
試合進行
オーダーオブプレイで行います。掲示板に注意して若い番号の組がボール等を本部で
受け取り、コート付近で待機してください。
審
判
セルフジャッジ 但し、ＳＦよりＳＣＵが付きます。
服
装
テニスウエア
コ ー ト
ハードコート
《 留意事項 》
☆雨天の場合も会場に集合してください。待機して試合を始める事があります。
☆天候による大会日程や集合時間の変更はフェイスブックでお知 らせします。
携 帯 電 話 は

http://m.facebook.com/jltf32

パソコン・スマートフォンは http://ｗｗｗ.facebook.com/jltf32
☆携帯電話等はコートに入る前に必ず電源を切ってください。
《 お願い 》
★ゴミは各自で持ち帰ってください。特に空き缶等は責任を持って処理してください。
★駐車場が満車の場合は、第２駐車場を利用してください。近隣商業施設へ駐車しないでください。
★コート外での練習は行わないでください。壁打ちは９：００まで使用できません。
★シューズ裏の｢砂｣｢小石｣を落としてからコートに入ってください。
★やむをえず欠場する場合は必ず下記のいずれかへ連絡してください。（メール可）
女 子 連 携 帯 １号
： ０９０－８０６１-０３５０
女 子 連 携 帯 １号 メール ： ｊｌｔｆ-hiroshima-joshiren@softbank.ne.jp
☝メールは氏 名 ・所 属 クラブを明 記 してください。
※全てのプレーヤーを公平に扱います。
※本要項は、天候その他の状況により変更する場合があります。
※お預かりした個人情報の利用目的については、ＨＰ「大会参加申込書」に記載してありますのでご確認く
ださい。
※大会中のけが等についての責任は負いかねますが、傷害保険には加入しております。

ソニー生命カップ 第３９回 全国レディーステニス大会
【広島県大会Ａブロック】
９月４日（月）
大島 絵里 (やすいそ庭球部)
22
松浦 玲子 (Ｍ＆遊)

1

藤井 優子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
土田 晶子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

2

渡辺 晴美 (ＮＢＴ.Ｇ.)
三浦美登里 (ＮＢＴ.Ｇ.)

23

川口 京子 (庭球館)
谷平 芳子 (テニスメイト)

3

山本 佐織 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
渡邊 志津 (フリー)

24

高橋 三奈 (みなみ坂ＴＳ)
戸山 順水 (みなみ坂ＴＳ)

4

樫本 裕子 (サンデーＴ.Ｃ)
中村
律 (サンデーＴ.Ｃ)

25

片山八寿代 (ケセラ)
小笠原裕子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

5

真部 友紀 (やすいそ庭球部)
坂倉 浩美 (西条ＲＴＣ)

26

渡邊 聖子 (西条ＲＴＣ)
原
治子 (西条ＲＴＣ)

6

大成 紀子 (ＵＰ.Ｓｅｔ)
冨山 典子 (サンデーＴ.Ｃ)

27

伊達 規子 (やすいそ庭球部)
桑原 京子 (西条ＲＴＣ)

7

米澤 智子 (西条ＲＴＣ)
鍵田裕美子 (西条ＲＴＣ)

28

松浦 麻里 (みなみ坂ＴＳ)
小原 美穂 (リョーコーＴ.Ｃ)

8

今子 紀子 (チームＴ.Ｋ)
井上 陽子 (チームＴ.Ｋ)

29

内藤 淳子 (やすいそ庭球部)
安東
薫 (ＡＲＵ)

9

佐々木りか (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
中村あき子 (ＩＭＣ)

30

小松 敏子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
高本 幸子 (ＺＯＮＥ)

31

小川 悦子 (やすいそ庭球部)
谷本 由美 (西条ＲＴＣ)

10

宮﨑真由実 (チームＴ.Ｋ)
山手 佳恵 (チームＴ.Ｋ)

11

安村美千代 (やすいそ庭球部)
山口かずよ (Ｍ＆遊)

32

戸田ゆかり (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)
中村 逸美 (ＡＲＵ)

12

奥信 洋乃 (西条ＲＴＣ)
大谷久美子 (ノア広島西)

33

加村 真美 (西条ＲＴＣ)
土肥 裕子 (西条ＲＴＣ)

13

竹野 公子 (やすいそ庭球部)
岩橋 美穂 (リョーコーＴ.Ｃ)

34

山中 理恵 (みなみ坂ＴＳ)
北村千恵利 (みなみ坂ＴＳ)

14

瀧都美由紀 (ＮＢＴ.Ｇ.)
遠藤由美子 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)

35

川本由紀子 (やすいそ庭球部)
村岡 志保 (やすいそ庭球部)

15

永井 文子 (西条ＲＴＣ)
副島 範子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

36

畠岡美千代 (みなみ坂ＴＳ)
岡本 幸美 (チームＴ.Ｋ)

16

谷 麻由美 (Ｍ＆遊)
松田 智美 (ＮＢＴ.Ｇ.)

37

倉永 尚美 (プレイメイト)
末井 充子 (Ｓｈｕ３)

17

近藤 博子 (西条ＲＴＣ)
甲斐 順子 (ａｎｙ ｔｉｍｅ)

38

清原美加子 (やすいそ庭球部)
山本千代子 (五日市ＬＴＣ)

18

長尾 成美 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
丸山真奈美 (ＮＢＴ.Ｇ.)

39

宮地ゆきえ (みなみ坂ＴＳ)
中本 直美 (やすいそ庭球部)

19

甲斐利代子 (みなみ坂ＴＳ)
和田ひとみ (ノア広島西)

40

松木 直美 (やすいそ庭球部)
楠原 京子 (ウィケンド)

20

牛尾久美子 (Ｓｈｕ３)
高田智加子 (Ｓｈｕ３)

41

江部 孝枝 (フレンズ)
藤沢千勢子 (フリー)

21

今田美智子 (ＮＢＴ.Ｇ.)
伊藤 幸恵 (やすいそ庭球部)

42

坂田 晴美 (ＩＭＣ)
安食真奈美 (チームＴ.Ｋ)

43

岩田 麻美 (みなみ坂ＴＳ)
加藤 直美 (西条ＲＴＣ)

（Ａ）

【決勝戦】
（Ａ）

（Ｂ）
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【広島県大会Ｂブロック】
９月４日（月）
山根 月美 (やすいそ庭球部)
宮口理恵子 (西条ＲＴＣ)
44
65
岡
くみ (西条ＲＴＣ)
野崎 和子 (福山ロイヤル)
45

高光 京子 (Ｍ＆遊)
濵本香奈子 (リョーコーＴ.Ｃ)

66

峯岡 美和 (プレイメイト)
柳川 由貴 (ノア広島西)

46

古川 良子 (ノア広島西)
藤本 美紀 (ノア広島西)

67

栗田美奈子 (ＳＩＺＥ)
藤井 敦子 (Ｓｈｕ３)

47

岩崎 京子 (やすいそ庭球部)
山田香代子 (やすいそ庭球部)

68

磯兼美由紀 (やすいそ庭球部)
栗田 美保 (西条ＲＴＣ)

48

久光真由美 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
吉岡 信子 (Ｔ−Ｓｔｅｐ)

69

地村 洋子 (西条ＲＴＣ)
村上 博美 (西条ＲＴＣ)

49

佐々木雅美 (西条ＲＴＣ)
平田 朋子 (西条ＲＴＣ)

70

信川 妙子 (五日市ＬＴＣ)
今里 博子 (医師ローンＴＣ)

50

藤井 泰子 (プレイメイト)
田中 久子 (フォーティ.ワン)

71

松浦 明美 (西条ＲＴＣ)
上杉 千里 (チームＴ.Ｋ)

51

高橋 涼子 (やすいそ庭球部)
望戸 洋子 (やすいそ庭球部)

72

吉武かすみ (アキラＩＴＣ)
三戸 元子 (アキラＩＴＣ)

52

服部 直美 (Ｓｃｒａｔｃｈ)
大熊多美枝 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)

73

今井 早苗 (ルネサンス広島)
上田 玉恵 (ルネサンス広島)

53

原田 志穂 (ＳＩＺＥ)
山下 静香 (やすいそ庭球部)

74

塚本 直美 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)
原 実智子 (ＳＩＺＥ)

54

熊谷 和美 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)
丸山 真澄 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)

75

古市 祐子 (Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ)
濵尾 優子 (Ｍ＆遊)

55

赤木 雅子 (フレンズ)
細木 美穂 (フレンズ)

76

石田みどり (みなみ坂ＴＳ)
己斐 恵子 (Ｔ−Ｓｔｅｐ)

56

山下いくこ (楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ)
世良 康子 (楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ)

77

山本 幸江 (ＩＭＣ)
泰地 咲恵 (ＡＲＵ)

57

森
和枝 (リョーコーＴ.Ｃ)
北村 玲子 (リョーコーＴ.Ｃ)

78

児玉 好美 (ケセラ)
大田真由子 (ケセラ)

58

中村 良枝 (ＮＢＴ.Ｇ.)
懸川 良恵 (ノア広島西)

79

永井実加子 (ノア広島西)
脇田 芳恵 (ノア広島西)

59

丸岡美記恵 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
川井 貴子 (チームＴ.Ｋ)

80

税田みどり (ＳＩＺＥ)
井川 美穂 (ＮＢＴ.Ｇ.)

60

吉野 由加 (西条ＲＴＣ)
松尾 杏子 (西条ＲＴＣ)

81

長谷川富子 (アキラＩＴＣ)
西林 正子 (テニスメイト)

61

松下ひとみ (西条ＲＴＣ)
長柴 香織 (フリー)

82

田頭 和子 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
若元 早苗 (やすいそ庭球部)

62

二上 睦子 (ケセラ)
井上 珠恵 (みなみ坂ＴＳ)

83

光成 直美 (毘沙門台ＴＣ)
久常 純子 (毘沙門台ＴＣ)

63

小肩 珠実 (アキラＩＴＣ)
蔵田 千春 (アキラＩＴＣ)

84

藤田 寿美 (ＮＢＴ.Ｇ.)
松永美由紀 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

64

北岡 朋子 (西条ＲＴＣ)
菊池 裕子 (西条ＲＴＣ)

85

桑原ゆかり (Ｔｅｎｓｉｏｎ)
井上 亜紀 (西条ＲＴＣ)

（Ｂ）

【３位決定】
（Ａ）

（Ｂ）

シード

１.藤井・土田 ２.桑原・井上 ３.山根・岡 ４.岩田・加藤

全国決勝大会の成績
回／年
第１回
1979年
第２回
1980年
第３回
1981年
第４回
1982年
第５回
1983年
第６回
1984年
第７回
1985年
第８回
1986年
第９回
1987年
第１０回
1988年
第１１回
1989年

歴 代 県 代 表 チ ー ム
（１）矢田・森田（五日市LTC）
（２）寺井・恩塚（グリーンクラブ）
（３）西田・岩井（諏訪LTC）
（１）杉原・野村（HTC)
（２）三沢・寺野（帝人三原）
（３）松本・大下（諏訪LTC）
（１）林 ・杉原（五日市LTC）
（２）鈴木・寺野（帝人三原）
（３）大原・笹間（帝人三原）
（１）森田・林 （五日市LTC）
（２）野村・伊藤（HTC）
（３）牧原・西澤（医師LTC）
（１）安部・大下（諏訪LTC）
（２）平田・小田切（福山LTC）
（３）薦田・南田（芸南GTC)
（１）観興寺・大林（安佐LTC・プレイメイト）
（２）薦田・南田（芸南GTC）
（３）今村・吉本（HTC）
（１）長井・大原（三菱三原・帝人三原）
（２）越智・渡辺（楽々園GTC）
（３）米沢・黒田（プレイメイト）
（１）城戸・清原（廿日市LTC）
（２）長井・大原（三菱三原・帝人三原）
（３）米沢・黒田（プレイメイト）
（１）越智・安部（楽々園GTC・諏訪LTC）
（２）城戸・清原（廿日市LTC）
（３）吉本・佐伯（HTC）
（１）大林宏子・牧原由美子（プレイメイト）
（２）佐野秀子・古池愛子（諏訪LTC・HTC）
（３）佐伯祥子・西澤慎子（HTC）
（１）城戸敏枝・清原美加子（廿日市LTC ）
（２）佐野秀子・古池愛子（諏訪LTC・HTC）

戦績
ベスト

8
ベスト

16

回／年

歴 代 県 代 表 チ ー ム
戦績
（１）花房ちえ・酒井智子（Tension）
第２１回
1999年 （２）中村逸美・中本信枝（ﾃﾆｽﾒｲﾄ･ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）
（３）西村りえ・桑原ゆかり（Tension）
（１）武藤淑江・清水由佳（西条RTC）
第２２回
（２）河村秀子・柏木敦子（やすいそ庭球部・宮園TC） ３位
2000年
（３）秋吉 緑・桧山稚子（Tension・アシニス）
（１）小林清美・国広芳子（やすいそ庭球部・UP Set）

第２３回
2001年 （２）湊千洋子・宮松久子（MFC・西条RTC）
ベスト

16

（３）滝本和美・中本信枝（やすいそ庭球部・ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ)
（１）小林清美・三好圭子（やすいそ庭球部･牛田LTC)

第２４回
2002年 （２）湊千洋子・宮松久子（リョーコーTC・西条RTC)
（３）西村りえ・中木淳子（Tension）
（１）宮松久子・三好圭子（西条RTC･牛田LTC)
第２５回
ベスト
（２）胡 まみ・中木淳子（やすいそ庭球部・Tension)
2003年
16
（３）藤井理恵子・佃 美華（ドルフィン）
（１）江渕敦子・清原美加子（やすいそ庭球部・廿日市LTC）

第２６回
2004年 （２）松本万里江・桑原ゆかり（Tension）
（３）風呂本理矢・中木淳子（Tension）

（１）中村逸美・湊千洋子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ・ﾘｮｰｺｰT.C）

第２７回
2005年 （２）胡 まみ・風呂本理矢（やすいそ庭球部・Tension）
（３）江藤末子・松本万里江（やすいそ庭球部・Tension）

（１）中村逸美・山﨑五月（テニスメイト・アシニス）

第２８回
ベスト
2006年 （２）江藤末子・風呂本理矢（やすいそ庭球部・Tension） 16
（３）本田芳子・岩崎京子（Tension・テニスメイト）

（１）松本万里江・中村逸美（Tension・テニスメイト）

第２９回
2007年 （２）江藤末子・山﨑五月（やすいそ庭球部・アシニス）

（３）本田芳子・山本康子（テニスメイト・西条RTC）

ベスト

16

（３）小原洋子・山本千代子（HTC・ﾌｧﾐﾘｰTC）
（１）仁禮くみ子・河野理恵（HTC・千代田生命）

（１）山﨑五月・亀井美香（西条RTC）
第３０回
2008年 （２）小西直子・井上亜紀（西条RTC）
（３）土田晶子・古市祐子（テニスメイト）
（１）宮松久子・土田晶子（西条RTC・テニスメイト）

第３１回
2009年 （２）井上亜紀・古市祐子（西条RTC・テニスメイト）
（３）菊池裕子・篠原春奈（西条RTC・ルネサンス広島）
（１）若狭恵子・石原梨奈（やすいそ庭球部・Ｔｅｎｓｉｏｎ）

第１２回
ベスト
1990年 （２）峠 俊子・高光早苗（HTC・五日市TC） 8

第３２回
2010年 （２）古市祐子・井上亜紀（テニスメイト・西条RTC）

（１）田頭和子・平原啓子（アシニス・ａｔｃ）
第１３回
1991年 （２）佐野秀子・古池愛子（諏訪LTC・HTC）
（３）岩田英子・湊千洋子（アシニス）
（１）大矢カヨ子・矢田よしこ（楽々園GTC）
第１４回
ベスト
（２）木本由香里・山口晴美（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ･楽々園GTC）
1992年
16
（３）牧原由美子・田頭和子（M＆遊）
（１）星野 恵・榊 斉子（ﾐﾈﾙﾊﾞ・ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）
第１５回
ベスト
1993年 （２）大矢カヨ子・矢田よしこ（楽々園GTC） 16

（１）若狭恵子・亀井美香（やすいそ庭球部）
第３3回
2011年 （２）石原梨奈・久保紗季（Tension）

（1）西久保絵里・山根月美（やすいそ庭球部）
第３４回
ベスト
（2）江渕敦子・桑原ゆかり（やすいそ庭球部・Tension）
2012年
8
（3）藤井理恵子・宮松久子（ケセラ・西条RTC）

（１）星野 恵・榊 斉子（ﾐﾈﾙﾊﾞ・ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）
ベスト
第１６回
（２）河野理恵・山口晴美（GSH・楽々園GTC）
16
1994年
（３）板倉孝子・滝本和美（トライ・アシニス）

第３６回
2014年 （2）戸田ゆかり・岩崎京子（T.bonbon・やすいそ庭球部）
（3）西村りえ・加藤直美（Tension・西条RTC）

（３）越智典子・松本千里（五月が丘TC・HTC）

（３）羽仁美千代・湊千洋子（ｱｼﾆｽ・ﾘｮｰｺｰTC）

（１）山口晴美・桧山稚子（楽々園GTC・アシニス）

第１７回
1995年 （２）中村逸美・羽仁美千代（ﾃﾆｽﾒｲﾄ･ｻﾝﾃﾞｰTC）
（３）平本洋子・横手京子（楽々園GTC）
（１）中村逸美・山根三枝（ﾃﾆｽﾒｲﾄ･芸南GTC）

第１８回
1996年 （２）岡田明子・楠原京子（トライ・ウィケンド）

（３）佃 美華・中本信枝（ﾄﾞﾙﾌｨﾝBP・ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）
（１）峠 俊子・横手京子（ｶﾌﾟﾘｼｬｽ･楽々園GTC）

第１９回
1997年 （２）佐野秀子・滝本和美（トライ・アシニス）

（３）羽仁美千代・林眞規子（ｻﾝﾃﾞｰTC･宇品ｼｰｻｲﾄﾞ）

（１）林眞規子・国広芳子（宇品ｼｰｻｲﾄﾞ・UP．Set）

第２０回
ベスト
1998年 （２）山本かおる・小林清美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ･Tension） 16
（３）河野理恵・胡 まみ（ﾌｫﾚｽﾄｺｰｽﾄ･ｱｽﾄﾛTC）

（３）亀井美香・土田晶子（やすいそ庭球部・Ｔｅｎｓｉｏｎ）

２位

（３）中島真純・藤田明子（Ｔ-Ｓｔｅｐ・やすいそ庭球部）

（1）松本万里江・江藤末子（Tension・西条RTC）

第３５回
2013年 （2）北岡朋子・奥信洋乃（西条RTC）
（3）山口かずよ・加藤直美（M＆遊・西条RTC）

（1）風呂本理矢・江藤末子（Tension・西条RTC）

（1）江藤末子・松本万里江（西条RTC・Tension）

第３７回
ベス
2015年 （2）風呂本理矢・藤井理恵子（Tｅｎｓｉｏｎ・ケセラ） ト16
（3）岡くみ・宮松久子（西条RTC）
（1）藤井優子・土田晶子（Tension）
第３８回
2016年 （2）風呂本理矢・藤井理恵子（Tｅｎｓｉｏｎ・ケセラ）
（3）山根月美・岡くみ（やすいそ庭球部・西条RTC）

