
1 主　　　催 日本女子テニス連盟佐賀県支部

2 主　　　管 佐賀県テニス協会

3 大会役員 大会委員長 千々波　さとみ

レフェリー 木口　美香

Aレフェリー 丸木　幸子

運営委員 有岡　美鈴　　菊地　千恵子　  佐藤　裕子　　古川　ルリ　

広　報 金原　恵子

庶　務 永田　久美子

4 日　　　程 ２０２３年　３月　３日（金）

開会式　　午前９時 試合開始　　開会式終了後

※　８時50分までに受付を済ませてください。

※　雨天の場合も会場に集合してください。

5 会　　　場 ＳＡＧＡサンライズパーク庭球場

＜　大　会　注　意　事　項　＞

1 試合進行は、本部のオーダーオブプレイ掲示板により行います。

2 出場同意書（署名・自宅にて検温必須）は代表者が受付時にまとめて提出して下さい。

3 受付後、練習可。（８時３０分よりコート使用可。ネット張りのご協力をお願いします。）

4 試合方法

○予選リーグ 6ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式

３ペアの勝率で勝敗を決定。打ち切り無し。

○本戦トーナメント 1セットマッチ　ノーアドバンテージ方式。

３ペアの勝率で勝敗を決定。打ち切り無し。

※　全試合ではありませんが可能な限り、都市対抗に向けての練習を兼ねて指導者を付けて

　　　SCU方式で行う予定です。

※　天候・試合進行により試合方法の変更あり。

※　メンバー変更は当日、受付終了時まで認めます。

※　当日メンバーが６人に満たない場合、同じ人が２度プレーできますが、

　　　ポイントは無効になります。

5 試合球は、公認球。

6 ウォーミングアップは全試合、サービス４本とします。

7 参加賞 お弁当（各チーム６個）

8 表彰 各位優勝チーム

9 服装は自由です。（フェイスマスク使用可）

10 競技ルールは「ＪＴＡルール２０２２」に準じます。

11 エントリーリスト発表後のキャンセルは参加料が発生します。

12  新型コロナウイルス感染防止対策注意事項をご理解の上、感染防止の徹底をお願いします。

13  新型コロナウイルス感染状況により大会を中止する場合があります。

10回  おひなさまテニス大会

問合わせ先　大会委員長　千々波　さとみ　090-9481-4858



※印がリーダー

No チーム名 メンバー 所属

鶴田　美咲　　※ ファインヒルズTC

津曲　くみ 　　　　〃

黒川　由美子 　　　　〃

甲斐　倫子 　　　　〃

山田　依子 　　　　〃

楠田　千恵 　　　　〃

梶山　智津　　※ 太閤テニスクラブ

石井　佳世 　　　　〃

小形　和子 　　　　〃

坂本　優子 　　　　〃

行本　寿恵 　　　　〃

野中　富美枝 　　　　〃

副島　昌子　　※ ラベンダー

久保　由紀子 　　　〃

吉岡　明美 　　　〃

三木　洋子 　　　〃

坂井　直子 　　　〃

瀬戸口　篤子 グラスコート佐賀テニスクラブ

奥　　由紀子 ラベンダー

久保　さやか 　　　〃

佐藤　裕子　　※ 佐賀グリーンテニスクラブ

中島　恵子 　　　　　　　〃

林　恵子 　　　　　　　〃

藤木　美和 　　　　　　　〃

山口　和子 　　　　　　　〃

伊東　由美 Team　どりかむ

山崎　瑤子　　※ 伊万里テニスクラブ

瀬戸口　真理子 　　　　　〃

金崎　ふさ子 　　　　　〃

藤田　文代 　　　　　〃

田代　和子 　　　　　〃

松永　真理 　　　　　〃

富田　桂子　　※ 太閤テニスクラブ

西津　三恵子　 リョーユースポーツプラザ

松本　利久子 太閤テニスクラブ

宗　　映子 伊万里テニスクラブ

河野　美智子 　　　　〃

山本　敦子 あすかファミリー

野村　直美　　※ TC三日月

南　　照美　　　 Shake

世戸　たまみ TC三日月

北川　みゆき あすかファミリー

永田　久美子 大和テニスクラブ

相浦　英里子 TC三日月

西川　睦子　　※ チームありおか

許斐　智美 TC三日月

服巻　玲子 太閤テニスクラブ

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ

釘本　明美 　　　　　　　〃

古川　ルリ 　　　　　　　〃

大澤　佳余子 吉野ヶ里クラブ

6 「這いあがれ！」

7 フルスイング⁈

8 Smileys

3 ブラボー！！ラベンダー

4 いとしのキスオンザグリーン

5 DECO　BOCO

第10回おひなさまテニス

エントリーリスト

1 アド☆ファイン　

2 六花（りっか）



※印がリーダー

No チーム名 メンバー 所属

頴原　啓子　　※ グラスコート佐賀テニスクラブ

轟木　利香 　　　　　　　　〃

轟木　陽菜 　　　　　　　　〃

石田　多見子 リョーユースポーツプラザ

志禮田　富士子 基山テニスクラブ

大石　葉子 グラスコート佐賀テニスクラブ

蘆原　真由美　※ 大和テニスクラブ

岩永　みどり Shake

西村　仁美 チームありおか

古賀　三奈子 フリー

中尾　亜湖 おりびあT.C

吉岡　紀子 大和クラブ

中尾　蘭子 　　〃

木下　厚子　　※ 太閤テニスクラブ

牟田　ゆかり     　　 〃

浦方　三枝     　　 〃

成瀬　敬子     　　 〃

大友　麻美     　　 〃

香月　ゆり フリー

中川原　光代　※ るるレモン

菊地　千恵子 　   〃

宇曽　マリア 　   〃

石橋　あや 　   〃

原　智美 　   〃

大塚　史江 キロメキTC

三浦　文子　　※ あっぷるみんと

山口　久美子 　　　　〃

陣内　秀代 　　　　〃

大渕　真由美 　　　　〃

北村　久美子 　　　　〃

清田　靖恵 りぼん

今釜　由美 　〃

諸隈　陽子 グラスコート佐賀テニスクラブ

向井　紀子　　※　　　あっぷるみんと

井上　典子 グラスコート佐賀テニスクラブ

大石　尚美 Shake

金原　恵子 グラスコート佐賀テニスクラブ

田代　順 Shake

行武　祐子 フランダース

14 熱血！レディース広報

11 back number

12 るるレモン

13 あっぷる♥りぼん

第10回おひなさまテニス

エントリーリスト

9 チームX

10 たのしい♪雛祭り



A 1 2 3 完了試合 勝敗 順位

B 4 5 6 7 完了試合 勝敗 順位

C 8 9 10 11 完了試合 勝敗 順位

D 12 13 14 完了試合 勝敗 順位

2 六花（りっか）

第 10 回　おひなさまテニス大会
令５年3月3日

予戦リーグ

チーム名

1 アド☆ファイン　

試合順序　　１－２，２－３，1－３

チーム名

4 いとしのキスオンザグリーン

3 ブラボー！！ラベンダー

5 DECO　BOCO

7 フルスイング⁈

6 「這いあがれ！」

9 チームX

試合順序　　４－５，６－７，４－６，５－７

チーム名

8 Smileys

試合順序　　８－９，１０－１１，８－１０，９－１１

チーム名

12 るるレモン

11 back number

10 たのしい♪雛祭り

試合順序　　１２－１３，１３－１４，１２－１４

14 熱血！レディース広報

13 あっぷる♥りぼん



１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １R F

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １R F

３.４位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ １R SF F

第 10 回　おひなさまテニス大会
令和５年3月3日
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