
第３8回　大分合同新聞社杯　大分県レディースカップテニス大会

日 時	 ２０１８年１１月３日（土・祝）	 	 	 ８：４０～開会式

会 場	 大分市営駄原テニスコート

主 催	 大分合同新聞社

主 管	 日本女子テニス連盟大分県支部

協 賛	 株式会社大分航空トラベル

協 力	 東亜ストリング株式会社

ディレクター	 幸　　文子

レフェリー	 佐藤　文子

競 技 委 員	 栗原　真奈美　　藤井　富久子　　曽我　由起子　　大戸　和香

使 用 球	 ダンロップフォートイエロー

	 	 	 	 	 	 	 	

・・・・・・・・・・・・・・・　【大会注意事項】　・・・・・・・・・・・・・・・

１．試合方法	 ・	リーグ戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ（ラウンドロビン方式で順位を決定）

	 　Ａ・Ｂ・Ｃ級は予選リーグ後に決勝トーナメントを行います。

	 　決勝トーナメント選出方法

	 　　①各リーグの1位

	 　　②各リーグの2位のうち取得率が高いペア　（A級は1ペア・B級は2ペア・C級は3ペア）

	 　決勝戦のみ1セットマッチ（6オール７Pタイブレーク）ノーアドバンテージ	

	 ・	Ｂ級・Ｃ級の決勝のみＳＣＵが付きます。

	 ・	試合はオーダーオブプレイで行いますので、各自で確認して下さい。

	 ・	天候その他の都合により、日程及び試合方法が変更される場合があります。

２．服 装	 自由（テニスウェア）　フェイスマスクの着用は不可

３．受 付	 ８時３０分までにペア揃って済ませてください。（間に合わない場合はＷ．Ｏとみなします）

	 ☆シードプレイヤーに出場辞退があった場合、当日ドローの一部が変更されることがあります。

４．練習時間	 ８：００～８：３０	 	 	 	 	 	

５．そ の 他	 ・	試合前の練習はサーブ4本とします。

	 ・	試合中に問題が生じた場合はレフェリーに申し出てください。

	 ・	その他の事項に関しては日本テニス協会のルールに準じます。

	 ・	棄権する場合は　支部携帯（090-7980-2844)　に必ず事前に連絡して下さい。

	 		 当日棄権の場合も必ず連絡して下さい。

	 ・	貴重品は各自の責任で管理してください。

	 ・	駐車場の１４時以前の車の移動については、本部では呼出ししません。

	 ・	すべてのプレーヤーを公平に扱います。

	 ・	これによって得られた個人情報は利用目的以外には使用しません。

	 ・	当日、大会の様子を写真撮影し、JLTF大分県支部 Facebook に掲載します。

	 ・	各クラス優勝者は大分合同新聞に写真が掲載されます。

	 ・	ゴミは各自お持ち帰りください。	 	 	 	 	 	

★東亜ストリング★

トアルソン・ローチェ
予約販売ブース開設
どうぞご利用下さい

★★　お知らせ　★★

忘年親睦テニス大会
12月 4日（火）大分市営駄原テニスコート

※バザーを行います



【A級】
Aパート 1 ２ 3 勝敗 率 順位

1
丹生　妙子 （Ｔ・Ｔ・Ｃ）

藤田　有子 （Ｔ・Ｔ・Ｃ）

2
小林多美子 （コダバンブー）

菅野真利子 （コダバンブー）

3
長浜　志保 （カモミール）

江藤真奈美 （カモミール）

Bパート 4 5 6 勝敗 率 順位

4
大園美穂子 （日出ローンテニスクラブ）

藤井　千恵 （日出ローンテニスクラブ）

5
阿部　雅美 （Happiness）

神田　節子 （active）

6
岡部　珠美 （OrangeBall パレット）

金田　幸枝 （OrangeBall パレット）

Cパート 7 8 9 勝敗 率 順位

7
内田　照代 （キャマラード）

堀　　宮子 （日出ローンテニスクラブ）

8
岡本めぐみ （オリーブ）

徳丸志眞子 （ベルテックス＆らくニーズ）

9
清水　仁美 （Elefanta）

藤野　理絵 （フリー）

Dパート 10 11 12 勝敗 率 順位

10
大串　由美 （カモミール）

今西あかり （カモミール）

11
深川眞知子 （くのいち）

井上　雅子 （くのいち）

12
上田　幸子 （Be- ラビット）

但馬　久子 （Be- ラビット）

Eパート 13 14 15 勝敗 率 順位

13
木本　真美 （Elefanta）

尾形　智美 （くのいち）

14
矢田　章乃 （active）

柳原　美鈴 （カモミール）

15
佐藤　輝美 （樹の里Ｔ．Ｃ）

藤野麻由美 （樹の里Ｔ．Ｃ）



【A級】
F パート 16 17 18 勝敗 率 順位

16
川野　　和 （フリーライン）

山下　智代 （フリーライン）

17
上堀内真理子（NTCクラブ）

後藤　友子 （NTCクラブ）

18
平原　由美 （active）

大神　栄子 （active）

Gパート 19 20 21 勝敗 率 順位

19
武藤　正子 （Free	Mammy）

佐藤　直美 （フリー）

20
徳永美香子 （キャマラード）

荒金　理恵 （キャマラード）

21
高﨑　亜希 （Link	up）

	
安部　由美 （くのいち）

【A級決勝トーナメント】

Aパート1位

Cパート1位

Eパート１位

Gパート１位

各リーグ2位
のNo.1

F パート１位

Dパート1位

Bパート1位

〈シード順位〉
1 丹生　妙子（T．T．C） 2 大園美穂子（日出ローンテニスクラブ） 3 内田　照代（キャマラード） 4 大串　由美（カモミール）
藤田　有子（T．T．C） 藤井　千恵（日出ローンテニスクラブ） 堀　　宮子（日出ローンテニスクラブ） 今西あかり（カモミール）

5 川野　　和（フリーライン）6 木本　真美（Elefanta） 7 武藤　正子（Free	Mammy）
山下　智代（フリーライン） 尾形　智美（くのいち） 佐藤　直美（フリー）



【ℬ級】
Hパート 22 23 24 勝敗 率 順位

22
秦　由紀子 （さくらクラブ）

安部　幸恵 （active）

23
松井ルミ子 （Elefanta）

加藤　愛子 （Elefanta）

24
岡本　律子 （Be- ラビット）

内田　陽子 （秋桜）

I パート 25 26 27 勝敗 率 順位

25
河野　有樹 （コダバンブー）

村上富美香 （コダバンブー）

26
三重野智世 （さくらクラブ）

溝口留美子 （Be- ラビット）

27
宮崎　正子 （日出ローンテニスクラブ）

斉藤　順子 （日出ローンテニスクラブ）

Jパート 28 29 30 勝敗 率 順位

28
安藤由美子 （キャマラード）

福田まり子 （active）

29
古賀あかね （フリーライン）

高橋　珠美 （フリーライン）

30
冨久あさみ （Free	Mammy）

二村　増美 （Free	Mammy）

Kパート 31 32 33 勝敗 率 順位

31
植木真奈美 （Free	Mammy）

中西　博美 （Happiness）

32
佐藤ひろえ （Peach100％）

杉崎　順子 （フリー）

33
前田　幸子 （さくらクラブ）

池田　圭子 （ウィステリア）

〈シード順位〉
1 秦　由紀子（さくらクラブ） 2 河野　有樹（コダバンブー） 3 安藤由美子（キャマラード）
安部　幸恵（active） 村上富美香（コダバンブー） 福田まり子（active）

4 植木真奈美（Free	Mammy） 5 生野　宏美（コダバンブー） 6 指原美智子（Free	Mammy）
中西　博美（Happiness） 萬里　洋子（コダバンブー） 羽田野八愛（Peach100％）



【ℬ級】
L パート 34 35 36 37 勝敗 率 順位

34
生野　宏美 （コダバンブー）

萬里　洋子 （コダバンブー）

35
東　　貴子 （Free	Mammy）

三浦　裕子 （フリー）

36
後藤　理恵 （オリーブ）

佐藤　聡子 （active）

37
長友さゆり （秋桜）

膳　　里子 （フリー）

Mパート 38 39 40 41 勝敗 率 順位

38
指原美智子 （Free	Mammy）

羽田野八愛 （Peach100％）

39
磯野　朱美 （フリー）

甲斐　　藍 （フリー）

40
油布　麻理 （active）

井上美紀子 （Happiness）

41
石尾　和美 （秋桜）

河内　洋子 （秋桜）

【ℬ級決勝トーナメント】

Hパート1位

Jパート1位

Lパート１位

各リーグ2位
のNo.1

各リーグ2位
のNo.2

Mパート１位

Kパート１位

I パート1位



【C級】
Nパート 42 43 44 勝敗 率 順位

42
槇島あやこ （Peach100％）

長澤　和穂 （Peach100％）

43
青野佐江子 （杵築テニスクラブ）

松浦　律子 （コダバンブー）

44
水木　　碧 （Peach100％）

堤　　知子 （オリーブ）

Oパート 45 46 47 勝敗 率 順位

45
雄山加代子 （ファインT・C）

村谷　明美 （カモミール）

46
篠田　直子 （Peach100％）

冨成あけ美 （Peach100％）

47
高畑由美子 （NTCクラブ）

倉迫　末美 （NTCクラブ）

Pパート 48 49 50 勝敗 率 順位

48
中村　礼子 （Elefanta）

荻本　理恵 （Elefanta）

49
矢戸　百合 （Peach100％）

渡辺　由子 （Peach100％）

50
池邊千恵子 （ファインT・C）

村上　優子 （ファインT・C）

Qパート 51 52 53 54 勝敗 率 順位

51
二ノ宮恵美子（コダバンブー）

伊藤美恵子 （コダバンブー）

52
関谷真由美 （Peach100％）

阿部　良子 （Peach100％）

53
伊藤　和子 （フリー）

吉武　洋子 （フリー）

54
佐々木久美 （ベルテックス＆らくニーズ）

後藤　百代 （Peach100％）

〈シード順位〉
1 槇島あやこ（Peach100％） 2 雄山加代子（ファインT・C）3 中村　礼子（Elefanta）
長澤　和穂（Peach100％） 村谷　明美（カモミール） 荻本　理恵（Elefanta）

4 二ノ宮恵美子（コダバンブー） 5 河野　香織（Free	Mammy）
伊藤美恵子（コダバンブー） 河野　京子（フリー）



【ルビーの部】
Sパート 59 60 61 勝敗 率 順位

59
佐藤　京子 （ゆず）

藤井富久子 （ウィステリア）

60
城井久美子 （オリーブ）

佐藤イマ子 （カモミール）

61
木村ちづる （NTCクラブ）

竹内加代子 （NTCクラブ）

【C級】
Rパート 55 56 57 58 勝敗 率 順位

55
河野　香織 （Free	Mammy）

河野　京子 （フリー）

56
内田　清恵 （ウィステリア）

永尾千代香 （ウィステリア）

57
岡村　裕美 （Peach100％）

小林　　瞳 （Peach100％）

58
小石　純子 （別府クラブ）

成重　キム （別府クラブ）

【C級決勝トーナメント】

Nパート1位

Pパート1位

Rパート１位

各リーグ2位
のNo.2

各リーグ2位
のNo.3

各リーグ2位
のNo.1

Qパート１位

Oパート1位

※リーグ順位の決定方法
①勝率（得セット）
②２チームの勝率が同じ場合は、直接対決の勝者を上位とする
③３チーム以上の勝率が同じ場合は、取得ゲーム率の高い順に順位を決定する

取得ゲーム率＝　　
得ゲーム数　　

　　　　　　　　　総ゲーム数　　


