
ヨネックスレディースチャレンジカップ２０１8大分県予選

開　催　要　項
日  時 ２０１8 年 10 月 20 日 ( 土 )　　予備日　２０１8 年 10 月 27 日（土）　　　９時試合開始
会  場 別府市営公園テニスコート
主 催 ヨネックス株式会社
主  管 日本女子テニス連盟　大分県支部
協 賛 ダイドードリンコ株式会社
特 別 協 賛 テニスショップフジイ
大会委員長 安部　康子
ディレクター 松浦　律子
レ フェ リー 藤井　富久子
支 部 委 員 二宮　美智子　　曽我由起子　　佐藤　朋子
種 目 女子ダブルス　　オープンクラス（全国大会予選）　ステップアップクラス（九州大会予選）
 オープンクラス優勝者は全国決勝大会出場
 ステップアップクラス上位３組は九州大会出場（団体戦）
使 用 球 ヨネックス TMP80

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

参 加 条 件 ヨネックス商品を使用・着用してプレーすること。
 ( ラケット・シューズ・ウェア・小物などヨネックス商品であれば何でも可） 
試 合 方 法 リーグ戦（ラウンドロビン方式で順位を決定）
 ６ゲーム先取　ノーアドバンテージ
 予選リーグ戦後に各パート１位が決勝トーナメントを行います。
 ※決勝トーナメントに進出できなかったペアは、希望者のみフレンドリーマッチを行います。
 オーダーオブプレーで行いますのでご確認下さい。
受  付 ステップアップクラスは8時50分までに済ませて下さい。
 オープンクラスは10時30分までに済ませて下さい。
 受付時間に間に合わない場合は棄権とみなします。
 午前８時２０分より８時５０分まで練習用コートを開放します。
服 装 自由（テニスウェア）
そ の 他 ＊試合前の練習はサーブ４本とします。
 ＊試合はすべてセルフジャッジで行います。
 ＊勝者は試合終了後、ボールと結果を速やかに本部に届けて下さい。
 ＊試合中に問題が生じた場合はレフェリーに申し出て下さい。
 ＊都合により棄権する場合は、大会当日朝８時までに担当者へ連絡して下さい。
 　( 順延の場合の再出場は可 ) 
 ＊雨天の場合、本部で８時に順延の決定をします。クラブ代表者がお問い合わせ下さい。
  　　　　連絡先　　支部携帯　090-7980-2844 
 ＊駐車場の車の移動については、14 時までは本部で放送致しませんのでご了承下さい。
 ◎ ヨネックス試打ラケットを貸し出しいたします。
 ◎ 全国決勝大会は、1 ２月１1 日 ( 火 ) ～１3 日 ( 木 ) 横浜国際プール特設会場で開催予定。
 ◎ 九州大会は、２０１9 年３月パークドーム熊本にて開催予定（日程未定）
 ※すべてのプレイ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。

 ※本要項は天候その他の都合により変更される場合があります。

テニスショップフジイ
♪お楽しみ抽選会♪

ヨネックス商品の販売ブースを開設します
どうぞご利用下さい



A

1
堀　　宮子 （日出ローン）

福岡　久美 （Link up）

2
秦　由紀子 （さくらクラブ）

安部　幸恵 （active）

3
深川眞知子 （くのいち）

井上　雅子 （くのいち）

B

4
荒金　理恵 （キャマラード）

山下　智代 （フリーライン）

5
平原　由美 （active）

大神　栄子 （active）

6
河野　有樹 （コダバンブー）

村上富美香 （コダバンブー）

7
丹生　妙子 （T．T．C）

C

高﨑　亜希 （Link up）

8
上田　幸子 （Be- ラビット）

但馬　久子 （Be- ラビット）

9
徳丸志眞子 （ベルテックス＆らくニーズ）

矢野佳津枝 （ベルテックス＆らくニーズ）

10
清水　仁美 （Elefanta）

D

武藤　正子 （Free Mammy）

11
磯﨑　烈子 （ベルテックス＆らくニーズ）

小石　知子 （ベルテックス＆らくニーズ）

12
福田まり子 （active）

安部　由美 （くのいち）

SF F SF

〈シード順位〉
1 堀　　宮子 （日出ローン） 2 清水　仁美 （Elefanta）

福岡　久美 （Link up） 武藤　正子 （Free Mammy）

3 荒金　理恵 （キャマラード） 4 丹生　妙子 （T．T．C）
山下　智代 （フリーライン） 高﨑　亜希 （Link up）

オープンクラス（全国大会予選）



オープンクラス（全国大会予選）
A パート 1 ２ 3 勝敗 率 順位

1
堀　　宮子 （日出ローン）

福岡　久美 （Link up）

2
秦　由紀子 （さくらクラブ）

安部　幸恵 （active）

3
深川眞知子 （くのいち）

井上　雅子 （くのいち）

B パート 4 5 6 勝敗 率 順位

4
荒金　理恵 （キャマラード）

山下　智代 （フリーライン）

5
平原　由美 （active）

大神　栄子 （active）

6
河野　有樹 （コダバンブー）

村上富美香 （コダバンブー）

C パート 7 8 9 勝敗 率 順位

7
丹生　妙子 （T．T．C）

高﨑　亜希 （Link up）

8
上田　幸子 （Be- ラビット）

但馬　久子 （Be- ラビット）

9
徳丸志眞子 （ベルテックス＆らくニーズ）

矢野佳津枝 （ベルテックス＆らくニーズ）

D パート 10 11 12 勝敗 率 順位

10
清水　仁美 （Elefanta）

武藤　正子 （Free Mammy）

11
磯﨑　烈子 （ベルテックス＆らくニーズ）

小石　知子 （ベルテックス＆らくニーズ）

12
福田まり子 （active）

安部　由美 （くのいち）



E

13
冨久あさみ （Free Mammy）

植木真奈美 （Free Mammy）

14
大戸　和香 （臼杵クラブ）

佐藤ひろえ （Peach100％）

15
野村　国代 （Elefanta）

松井ルミ子 （Elefanta）

F

16
油布　麻理 （active）

井上美紀子 （Happiness）

17
長友さゆり （フリーライン）

膳　　里子 （フリー）

18
三重野智世 （さくらクラブ）

溝口留美子 （Be- ラビット）

19
河野　香織 （Free Mammy）

水木　　碧 （Peach100％）

G

20
岡本めぐみ （オリーブ）

中嶋かおる （ゆず）

21
前田　幸子 （さくらクラブ）

池田　圭子 （ウィステリア）

22
雄山加代子 （ファイン T.C）

村谷　明美 （カモミール）

23
篠田　直子 （Peach100％）

冨成あけ美 （Peach100％）

H

24
神田　節子 （active）

大原　里香 （フリー）

25
二ノ宮恵美子 （コダバンブー）

伊藤美恵子 （コダバンブー）

26
亀山　絵美 （さくらクラブ）

幸　　文子 （さくらクラブ）

27
井上れい子 （杵築テニスクラブ）

青野佐江子 （杵築テニスクラブ）

28
生野　宏美 （コダバンブー）

I

萬里　洋子 （コダバンブー）

29
渡辺　由子 （Peach100％）

後藤　百代 （Peach100％）

30
高窪恵理子 （Elefanta）

後藤　理恵 （オリーブ）

31
吉武　洋子 （フリー）

伊東　和子 （フリー）

32
浅見　　碧 （フリーライン）

J

香下　璃穂 （フリーライン）

33
菅野真利子 （コダバンブー）

松浦　律子 （コダバンブー）

34
池辺千恵子 （ファイン T.C）

村上　優子 （ファイン T.C）

35
中村　礼子 （Elefanta）

荻本　理恵 （Elefanta）

36
安藤由美子 （キャマラード）

K

長　　英美 （フリーライン）

37
東　　貴子 （Free Mammy）

指原美智子 （Free Mammy）

38
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）

39　
矢戸　百合 （Peach100％）

阿部　良子 （Peach100％）

40
長浜　志保 ( カモミール）

L

江藤真奈美 ( カモミール）

41
小林　　瞳 （Peach100％）

岡村　裕美 （Peach100％）

42
古賀あかね （フリーライン）

高橋　珠美 （フリーライン）

43
永尾千代香 （ウィステリア）

内田　清恵 （ウィステリア）

 QF SF F SF QF

〈シード順位〉
1 冨久あさみ （Free Mammy） 2 長浜　志保 （カモミール） 3 浅見　　碧 （フリーライン） 4 岡本めぐみ （オリーブ）

植木真奈美 （Free Mammy） 江藤真奈美 （カモミール） 香下　璃穂 （フリーライン） 中嶋かおる （ゆず）
5 生野　宏美 （コダバンブー） 6 神田　節子 （active） 7 安藤由美子 （キャマラード） 8 油布　麻理 （active）

萬里　洋子 （コダバンブー） 大原　里香 （フリー） 長　　英美 （フリーライン） 井上美紀子 （Happiness）

ステップアップクラス（九州大会予選）



ステップアップクラス（九州大会予選）
E パート 13 14 15 勝敗 率 順位

13
冨久あさみ （Free Mammy）

植木真奈美 （Free Mammy）

14
大戸　和香 （臼杵クラブ）

佐藤ひろえ （Peach100％）

15
野村　国代 （Elefanta）

松井ルミ子 （Elefanta）

F パート 16 17 18 19 勝敗 率 順位

16
油布　麻理 （active）

井上美紀子 （Happiness）

17
長友さゆり （フリーライン）

膳　　里子 （フリー）

18
三重野智世 （さくらクラブ）

溝口留美子 （Be- ラビット）

19
河野　香織 （Free Mammy）

水木　　碧 （Peach100％）

G パート 20 21 22 23 勝敗 率 順位

20
岡本めぐみ （オリーブ）

中嶋かおる （ゆず）

21
前田　幸子 （さくらクラブ）

池田　圭子 （ウィステリア）

22
雄山加代子 （ファイン T.C）

村谷　明美 （カモミール）

23
篠田　直子 （Peach100％）

冨成あけ美 （Peach100％）

H パート 24 25 26 27 勝敗 率 順位

24
神田　節子 （active）

大原　里香 （フリー）

25
二ノ宮恵美子 （コダバンブー）

伊藤美恵子 （コダバンブー）

26
亀山　絵美 （さくらクラブ）

幸　　文子 （さくらクラブ）

27
井上れい子 （杵築テニスクラブ）

青野佐江子 （杵築テニスクラブ）



ステップアップクラス（九州大会予選）
I パート 28 29 30 31 勝敗 率 順位

28
生野　宏美 （コダバンブー）

萬里　洋子 （コダバンブー）

29
渡辺　由子 （Peach100％）

後藤　百代 （Peach100％）

30
高窪恵理子 （Elefanta）

後藤　理恵 （オリーブ）

31
吉武　洋子 （フリー）

伊東　和子 （フリー）

J パート 32 33 34 35 勝敗 率 順位

32
浅見　　碧 （フリーライン）

香下　璃穂 （フリーライン）

33
菅野真利子 （コダバンブー）

松浦　律子 （コダバンブー）

34
池辺千恵子 （ファイン T.C）

村上　優子 （ファイン T.C）

35
中村　礼子 （Elefanta）

荻本　理恵 （Elefanta）

K パート 36 37 38 39 勝敗 率 順位

36
安藤由美子 （キャマラード）

長　　英美 （フリーライン）

37
東　　貴子 （Free Mammy）

指原美智子 （Free Mammy）

38
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）

39　
矢戸　百合 （Peach100％）

阿部　良子 （Peach100％）

L パート 40 41 42 43 勝敗 率 順位

40
長浜　志保 ( カモミール）

江藤真奈美 ( カモミール）

41
小林　　瞳 （Peach100％）

岡村　裕美 （Peach100％）

42
古賀あかね （フリーライン）

高橋　珠美 （フリーライン）

43
永尾千代香 （ウィステリア）

内田　清恵 （ウィステリア）


