
第第第第６６６６８８８８回回回回    東部レディース東部レディース東部レディース東部レディース    

秋季秋季秋季秋季ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会ローズカップダブルス大会    
 

                                            主主主主    催催催催            日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部日本女子テニス連盟広島県支部    

                                            主主主主    管管管管            日本女子テニス連盟広島県支部東部地区日本女子テニス連盟広島県支部東部地区日本女子テニス連盟広島県支部東部地区日本女子テニス連盟広島県支部東部地区    

                                            協協協協    力力力力            株式会社株式会社株式会社株式会社    アサムラサキアサムラサキアサムラサキアサムラサキ    

    

期期期期    日日日日            2012012012019999年年年年 10101010月月月月 3333日（日（日（日（木木木木））））        予備日予備日予備日予備日 10101010月月月月 1111７７７７日日日日（（（（木木木木））））    

会会会会    場場場場            竹ケ端運動公園テニスコート竹ケ端運動公園テニスコート竹ケ端運動公園テニスコート竹ケ端運動公園テニスコート                                            

                                                                            福山市水呑町４７４８福山市水呑町４７４８福山市水呑町４７４８福山市水呑町４７４８    Tel.Tel.Tel.Tel.０８４－９５６－４５６３０８４－９５６－４５６３０８４－９５６－４５６３０８４－９５６－４５６３        

＜＜＜＜大 会 役大 会 役大 会 役大 会 役 員員員員＞＞＞＞    

        大会委員大会委員大会委員大会委員 長長長長            中木中木中木中木    淳子淳子淳子淳子（日本女子テニス連盟広島県支部支部長）（日本女子テニス連盟広島県支部支部長）（日本女子テニス連盟広島県支部支部長）（日本女子テニス連盟広島県支部支部長）    

        大会副委員大会副委員大会副委員大会副委員長長長長            野崎野崎野崎野崎    和子和子和子和子（日本女子テニス連盟広島県支部東部運営委員長（日本女子テニス連盟広島県支部東部運営委員長（日本女子テニス連盟広島県支部東部運営委員長（日本女子テニス連盟広島県支部東部運営委員長））））    

        レフェリレフェリレフェリレフェリ ーーーー            西谷西谷西谷西谷    訓子訓子訓子訓子    

        大 会 委大 会 委大 会 委大 会 委 員員員員            細木細木細木細木    美穂・美穂・美穂・美穂・塩出塩出塩出塩出    京子京子京子京子・・・・稲垣稲垣稲垣稲垣    瑞恵瑞恵瑞恵瑞恵・・・・平本平本平本平本    有紀有紀有紀有紀    

            

＜大会注意事項＞＜大会注意事項＞＜大会注意事項＞＜大会注意事項＞    

受受受受    付付付付        9999：：：：22220000～～～～        開会式開会式開会式開会式    9999：：：：44445555～～～～        試合開始試合開始試合開始試合開始    10101010：：：：00000000～～～～        

                                    開会式には、すぐ試合ができるよう準備して出てください。開会式には、すぐ試合ができるよう準備して出てください。開会式には、すぐ試合ができるよう準備して出てください。開会式には、すぐ試合ができるよう準備して出てください。    

試合方法試合方法試合方法試合方法                    リーグリーグリーグリーグ    全全全全クラスクラスクラスクラス                    ６ゲーム先取６ゲーム先取６ゲーム先取６ゲーム先取    セミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージ            

                                    決勝トーナメン決勝トーナメン決勝トーナメン決勝トーナメントトトト                ６ゲーム先取６ゲーム先取６ゲーム先取６ゲーム先取    セミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージ    

親睦トーナメント親睦トーナメント親睦トーナメント親睦トーナメント                ４ゲーム先取４ゲーム先取４ゲーム先取４ゲーム先取    セミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージセミアドバンテージ                

試 合試 合試 合試 合 球球球球                    ブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストン XTXTXTXT－８－８－８－８    

練練練練                習習習習                    サービス４本のみサービス４本のみサービス４本のみサービス４本のみ    

試合進行試合進行試合進行試合進行                            オーダーオブプレーで行います。オーダーオブプレーで行います。オーダーオブプレーで行います。オーダーオブプレーで行います。    

審審審審                判判判判                            セルフジャッジセルフジャッジセルフジャッジセルフジャッジ    

服服服服                装装装装                            テニスウェアテニスウェアテニスウェアテニスウェア    

ココココ    ――――    トトトト                    オムニコート（１オムニコート（１オムニコート（１オムニコート（１２２２２面使用）面使用）面使用）面使用）    

参参参参    加加加加    料料料料                                    ４０４０４０４０００円／組００円／組００円／組００円／組    （当日会場にて受付）（当日会場にて受付）（当日会場にて受付）（当日会場にて受付）    

表表表表        彰彰彰彰                            オープン・オープン・オープン・オープン・Ｂ級・Ｂ級・Ｂ級・Ｂ級・Ｄ級（優勝Ｄ級（優勝Ｄ級（優勝Ｄ級（優勝    準優勝）準優勝）準優勝）準優勝）、、、、CCCC級（優勝）級（優勝）級（優勝）級（優勝）    

    

＊ ＊問い合わせ先＊＊＊問い合わせ先＊＊＊問い合わせ先＊＊＊問い合わせ先＊＊        西谷西谷西谷西谷        女子連女子連女子連女子連携帯携帯携帯携帯    ０８０－３０５２－００８４０８０－３０５２－００８４０８０－３０５２－００８４０８０－３０５２－００８４    

                                                        大会当日大会当日大会当日大会当日        ＡＭＡＭＡＭＡＭ９９９９：００以降：００以降：００以降：００以降    

    

※ 本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。    

※ 本大会当日のペアの変更本大会当日のペアの変更本大会当日のペアの変更本大会当日のペアの変更可。可。可。可。（変更選手（変更選手（変更選手（変更選手ののののポイントポイントポイントポイントがががが、、、、変更前選手を上まわらない事）変更前選手を上まわらない事）変更前選手を上まわらない事）変更前選手を上まわらない事）    

※ 本大会は、東部地区独自の大会のため、日本女子テニス連盟の昇級ポイントには本大会は、東部地区独自の大会のため、日本女子テニス連盟の昇級ポイントには本大会は、東部地区独自の大会のため、日本女子テニス連盟の昇級ポイントには本大会は、東部地区独自の大会のため、日本女子テニス連盟の昇級ポイントには    

加算されません。加算されません。加算されません。加算されません。なお、今回の優勝者は次回以降、ペアを変更して同一級に出場、もしくはなお、今回の優勝者は次回以降、ペアを変更して同一級に出場、もしくはなお、今回の優勝者は次回以降、ペアを変更して同一級に出場、もしくはなお、今回の優勝者は次回以降、ペアを変更して同一級に出場、もしくは    

同ペアの場合、上位級に出場してください。同ペアの場合、上位級に出場してください。同ペアの場合、上位級に出場してください。同ペアの場合、上位級に出場してください。    

※ これによって得た個人情報は、利用目的これによって得た個人情報は、利用目的これによって得た個人情報は、利用目的これによって得た個人情報は、利用目的以外には使用いたしません以外には使用いたしません以外には使用いたしません以外には使用いたしません。。。。    

※ 当日のドローは配布しませんので、必要な方は、ホームページのドロー表を印刷して下さい。当日のドローは配布しませんので、必要な方は、ホームページのドロー表を印刷して下さい。当日のドローは配布しませんので、必要な方は、ホームページのドロー表を印刷して下さい。当日のドローは配布しませんので、必要な方は、ホームページのドロー表を印刷して下さい。    



<オープン　予選リーグ><オープン　予選リーグ><オープン　予選リーグ><オープン　予選リーグ>

1 2 3 完了試合 勝敗 順位

大坂　幸見（西条RTC）

地村　洋子（西条RTC）

宮澤　紀子(福山ロイヤル）

野口　利香（STT)

山本　千代子（五日市LTC）

松木　直美（やすいそ庭球部）

１（１－２）　　　２（２－３）　　　３（１―３）　

４ ５ ６ 7 完了試合 勝敗 順位

近藤　博子（西条RTC）

加村真美（西条ＲＴＣ）

釆原　知子（サンデーTC)

山本　有江（サンデーTC)

濱本　敬子(福山ロイヤル)

吉野　由香（みなみ坂TC）

住本　昌子（MTC)

中森　智秋（any time）

１（４－５）　　　２（６－７）　　３（４－６）　　　４（５－７）　　　５（４－７）　　　６（５－６）

8 9 10 完了試合 勝敗 順位

永井文子（西条ＲＴＣ）

石井　悦子（西条RTC）

保田　亮子（any time）

和知　和美（ＴＡＭ）

向井　かつみ（福山ロイヤル）

小倉　美奈子(ａｎｙ　ｔｉｍｅ)

１（８－９）　　　２（９－１０）　　　３（８－１０）　

11 12 13 完了試合 勝敗 順位

野崎　和子(福山ロイヤル)

細木　美穂（GSH)

磯兼　美由紀（やすいそ庭球部)

奥廣　朱美（西条RTC)

冨田　直子（サンデーTC）

安部　千絵美（Tension）

１（１１－１２）　　　２（１２－１３）　　　３（１１－１３）　

シード1：大坂、地村　２：野崎、細木　３：近藤、加村　４：永井、石井
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7



<オープン　決勝トーナメント><オープン　決勝トーナメント><オープン　決勝トーナメント><オープン　決勝トーナメント>
Aブロック１位

Ｂブロック１位

Ｃブロック１位

Ｄブロック１位

<オープン　２位親睦トーナメント><オープン　２位親睦トーナメント><オープン　２位親睦トーナメント><オープン　２位親睦トーナメント>
Aブロック２位

Ｂブロック２位

Ｃブロック２位

Ｄブロック２位

<オープン　３位４位親睦トーナメント><オープン　３位４位親睦トーナメント><オープン　３位４位親睦トーナメント><オープン　３位４位親睦トーナメント>
Aブロック３位

Ｂブロック４位

Ｃブロック３位

Ｄブロック３位

Ｂブロック３位



<Ｂ級　予選リーグ><Ｂ級　予選リーグ><Ｂ級　予選リーグ><Ｂ級　予選リーグ>

1 2 3 完了試合 勝敗 順位

小林　園子（西条RTC）

松元　さゆり（西条RTC）

徳光　裕子（ひまわり)

笠原　富士子（ひまわり)

徳毛　薫（福山ロイヤル）

藤井　明美(フレンズ)

１（１－２）　　　２（２－３）　　　３（１―３）　

４ ５ ６ 7 完了試合 勝敗 順位

円福寺　幸子（any time)

島田　典子（any time)

藤井　あけみ（フレンズ)

藤沢　千勢子(フレンズ）

檀上　詠子(GSH)

赤繁　由香(ＧＳＨ)

瀬良　寿英(福山ロイヤル)

橘高　恵里子(福山ロイヤル)

１（４－５）　　　２（６－７）　　３（４－６）　　　４（５－７）　　　５（４－７）　　　６（５－６）

8 9 10 完了試合 勝敗 順位

佐伯　恭子（五日市LTC）

渡辺　朋子（西条ＲＴＣ）

近藤　矢智恵（STT）

田中　寿美恵（STT）

桒田　恵子(福山ロイヤル)

塩出　京子(福山ロイヤル)

１（８－９）　　　２（９－１０）　　　３（８－１０）　

11 12 13 完了試合 勝敗 順位

神原　智子(福山ロイヤル)

兼森　丹美（MTC)

髙橋　貴子(フレンズ)

長谷川　静恵（フレンズ）

土屋　真智子(STT）

尾野　博美(STT）

１（１１－１２）　　　２（１２－１３）　　　３（１１－１３）　

7

6

5

4

シード1：小林、松元 　２～４：神原、兼森　　円福寺、島田　　佐伯、渡辺
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1



<Ｂ級　決勝トーナメント><Ｂ級　決勝トーナメント><Ｂ級　決勝トーナメント><Ｂ級　決勝トーナメント>
Aブロック１位

Ｂブロック１位

Ｃブロック１位

Ｄブロック１位

<Ｂ級　２位親睦トーナメント><Ｂ級　２位親睦トーナメント><Ｂ級　２位親睦トーナメント><Ｂ級　２位親睦トーナメント>
Aブロック２位

Ｂブロック２位

Ｃブロック２位

Ｄブロック２位

<Ｂ級　３位４位親睦トーナメント><Ｂ級　３位４位親睦トーナメント><Ｂ級　３位４位親睦トーナメント><Ｂ級　３位４位親睦トーナメント>
Aブロック３位

Ｂブロック４位

Ｃブロック３位

Ｄブロック３位

Ｂブロック３位



<Ｃ級　予選リーグ><Ｃ級　予選リーグ><Ｃ級　予選リーグ><Ｃ級　予選リーグ>

1 2 3 完了試合 勝敗 順位

今川　初美（TAM)

細谷　佳加（TAM)

芦田　葉子(ＳＴＴ)

甲賀　裕美子(ＳＴＴ)

濱田　睦美(ＧＳＨ)

甲斐　仁美(福山ロイヤル)

１（１－２）　　　２（２－３）　　　３（１―３）　

4 5 6 完了試合 勝敗 順位

松山　かなえ（TAM)

三次　美代子（西条RTC)

脇本　由恵(福山ロイヤル)

近本　京子(福山ロイヤル)

髙橋　由美（フレンズ）

円福寺　みどり（フレンズ）

１（４－５）　　　２（５－６）　　　３（４－６）　

<C級　決勝トーナメント><C級　決勝トーナメント><C級　決勝トーナメント><C級　決勝トーナメント>
Aブロック１位

Ｂブロック１位

<C級　２位親睦トーナメント><C級　２位親睦トーナメント><C級　２位親睦トーナメント><C級　２位親睦トーナメント>
Aブロック２位

Ｂブロック２位

<C級　３位親睦トーナメント><C級　３位親睦トーナメント><C級　３位親睦トーナメント><C級　３位親睦トーナメント>
Aブロック３位

Ｂブロック３位

Aブロック

1

2

3

Bブロック

4

6

5



<D級　予選リーグ><D級　予選リーグ><D級　予選リーグ><D級　予選リーグ>
１ ２ ３ 4 完了試合 勝敗 順位

廣田　万知子(ＳＴＴ)

平本　良子（STT)

森岡　葉子（やすいそ庭球部）

弓井　真由美（やすいそ庭球部）

多和　清美(ひまわりＴＣ)

塩飽　貞子(ひまわりＴＣ)

柏原　佳子(ＧＳＨ)

野村　典子(福山ロイヤル)

１（１－２）　　　２（３－４）　　３（１－３）　　　４（２－４）　　　５（１－４）　　　６（２－３）

5 6 7 完了試合 勝敗 順位

岡本　純子（やすいそ庭球部）

成田　とし江（やすいそ庭球部）

寶田　千枝(ＳＴＴ)

岡田　瞳(ＳＴＴ)

手島　貴美子(ＧＳＨ)

宮本　美香(ＧＳＨ)

１（５－６）　　　２（６－７）　　　３（５―７）　

8 9 10 完了試合 勝敗 順位

門田　和子(フレンズ)

大下　ひふみ(STT）

内海　順子(ＧＳＨ)

佐々木　弘恵(ＧＳＨ)

越智　彰子（STT）

松本　明有美(ＳＴＴ)

１（８－９）　　　２（９－１０）　　　３（８－１０）　

3

4

Ａブロック

1

2

9

8

Ｂブロック

5

6

7
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Cブロック

シード 1：廣田、平本　 2：門田、大下　３：岡本、成田



1

<D級　決勝トーナメント><D級　決勝トーナメント><D級　決勝トーナメント><D級　決勝トーナメント>
Aブロック１位

Bブロック１位

Cブロック１位

<Ｄ級　２位親睦トーナメント><Ｄ級　２位親睦トーナメント><Ｄ級　２位親睦トーナメント><Ｄ級　２位親睦トーナメント>
Aブロック２位

Bブロック２位

Cブロック２位

<D級　３位４位親睦トーナメント><D級　３位４位親睦トーナメント><D級　３位４位親睦トーナメント><D級　３位４位親睦トーナメント>
Ａブロック３位

Ｂブロック３位

Ａブロック４位

Cブロック３位


