
　　　　第1６回　ピンクリボン　レディーステニス大会　佐賀県大会

〈大会主旨〉
１．ピンクリボン運動（乳がん早期発見啓発促進運動）を促進する。
２．女性の目標となる全国規模のトーナメントを開催することにより、女子テニス界の繁栄と活性化をはかる。
３．日本女子テニス連盟の全国的なネットワークによるスポンサーの認知、拡大をはかる。
　　
主 催 日本女子テニス連盟

主 管 日本女子テニス連盟佐賀県支部
佐賀県テニス協会

後 援 朝日新聞社
特 別 協 賛 アメア　スポーツ　ジャパン株式会社
協 賛 東レ株式会社　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社　　
特 別 協 力 株式会社　島津製作所　　　株式会社ケイ・ティ・メディカル
協 力 東レ パン パシフィック オープンテニス　　　ウインザー商事株式会社

PINKION  ＪAPAN株式会社      株式会社 桃谷順天館      株式会社永谷園ホールディングス     　
株式会社 永楽屋　　他　　　

<大会役員>
　大会名誉会長 岸野　博　　　
　　大会会長 武正　八重子
　　大会副会長 上田　輝久　　　　幼方　聡子　　　　松坂　善幸
　　大会委員長 森　扶美
<大会運営委員>
　　運営委員長 堤　千賀
　　レフェリー 津曲　くみ
　　Ａ・レフェリー 古川　ルリ
　　運営委員 大島　由美子　　藤田　美咲　　沼田　千鶴子　　有岡　美鈴　　菊地　千恵子　　黒田　和美
　　庶務 樋口　法子
　　広報 田代　順
<大会日程>
日　　　時 平成３０年　５月１６日（水）　　予備日　１７日（木）

受付終了　 ８：５０
開会式 ９：００

会 場 佐賀県総合運動場庭球場

<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．受付終了後、各コートのネットを張って　１１番コートに集合してください。
３．試合方法は、一般の部、50歳以上の部共に、８ゲームプロセット、ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞｽｺｱﾘﾝｸﾞ方式
　　ULTRA CUP（コンソレーション）は、６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞｽｺｱﾘﾝｸﾞ方式。　
　　ウイルソンULTRAシリーズのラケットのみ使用で行います。 試打会　あります。
４．使用球は、Ｗｉｌｓｏｎ　US　OPEN　EXTRA　DUTY
５．試合は、一般の部、５０歳以上の部共に、セルフジャッジﾞ。準決勝、決勝は、審判（ＳＣＵ）がつきます。
６．ウォーミングアップは、初回戦のみ３分間、以後はサービス４本とします。
７．服装はテニスウエア（スパッツ長短可黒基調）、テニスシューズを着用。　ロゴには、注意してください。
    ただし、ウイルソンブランドﾞ着用の場合は、ロゴの規定はありません。
８．競技ルールは、「ＪＴＡテニスルールブック２０１８」　を適用します。
９．雨天の場合も、会場に集合してください。

　　　全国大会は、平成３０年１０月１６日（火）、１７日（水）　　荏原湘南スポーツセンターで開催予定
                （懇親会は、１５日（月）夕刻、藤沢商工会館　ミナパークで開催予定）
　　　　　　　全国大会要項は８月に配信予定、ＪＬＴＦホームページにも掲載します。
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一般の部

１R ＱＦ SF F

釘本　明美 リョーユースポーツプラザ

白武　初穂 リョーユースポーツプラザ

大友　麻美 太閣TC

田島　恵美 Tennis Fan Bamboo

石橋　智子 リョーユースポーツプラザ

徳島　恭子 フリー

永田　久美子 ミント

岩永　みどり Ｓｈａｋｅ

浦方　三枝 太閣TC

木下　厚子 太閣TC

江里口　祐里 フリー

浦川　みゆき SUMCO

中尾　蘭子 ＴＣ三日月

北脇　薫 リョーユースポーツプラザ

古舘　弘子 太閣TC

香畑　順子 太閣TC

黒川　由美子 ファインヒルズTC

乗田　沙紀 ファインヒルズTC

西川　未来 リョーユースポーツプラザ シード

服巻　玲子 太閣TC １ 釘本・白武

２ 西川・服巻

３ 中尾・北脇

４ 永田・岩永

3位決定戦
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１R 2R QF SF F

浦川　加奈子 フランダース
伊東　由美 チームどりかむ

田島　みのぶ 佐賀グリーン
北川　みゆき あすかファミリー
久保　さやか ラベンダー
南　照美 Shake
坂井　直子 ラベンダー
瀬戸口　篤子 グラスコート佐賀

成瀬　敬子 太閣ＴＣ
小形　和子 太閣ＴＣ
西川　睦子 チームありおか
木口　美香 Shake

井樋　美穂子 リョーユースポーツプラザ
松田　小百合 リョーユースポーツプラザ
大石　尚美 シェイク
世戸　たまみ ＴＣ三日月

井上　典子 グラスコート佐賀
山本　敦子 あすかファミリー
秋吉　ユキノ フランダース
河野　美智子 伊万里テニスクラブ

本島　恵子 木下庭球塾
田代　順 チームありおか
行武　祐子 フランダース
清田　靖恵 リボン

田中　美紀 チームZERO９
大津　真由美 チームありおか
頴原　啓子 グラスコート佐賀
花浦　満子 佐賀グリーン

古賀　実和子 リョーユースポーツプラザ
高嶋　利枝子 リョーユースポーツプラザ
土井　智美 リョーユースポーツプラザ
大島　順子 リョーユースポーツプラザ

シード
１ 浦川・伊東

大澤　佳余子 吉野ヶ里クラブ ２ 大澤・許斐
許斐　智美 佐賀ローンテニスクラブ ３ 田中・大津

４ 西川・木口
5 秋吉・河野
6 頴原・花浦
7 成瀬・小形
8 井上・山本3位決定戦
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