
団体戦　一般女子の部

1 2 3 4

1 白百合学園女子庭球部 花田 悦子 鈴木 典子 大畠 正子 田辺 あけみ

2 L&M 松井 洋子 森 美由起 土井 孝子 山田 富美子

3 ワンパンチマン 井上 美佐子 森田 美樹 大玉 佳代 豊田 佳代

4 ina　西 八丁　恵 熊谷 直子 藤木 由希子 山本 有紀

5 Pie Face　（ﾊﾟｲﾌｪｰｽ） 木村 真理 松浦 久美子 藤井 貴子 舩岩 素子

6 キラキラ 菅原 真理子 松澤 典子 中村 陽子 松本 敬子

7 mole　（ﾓｵﾙ） 中塚 節子 東方 千鶴 八田 弘子 髙橋 禎子

8 ハイテンション 田門 真理子 久保 実枝子 内田　牧 前地 理子

9 めぐみーず 大村　恵 前田 絵美 今西 通代 手島 杏子

10 チーム♥１０２ 藤井 朋美 川端 さき 杉本 晴菜 山田 真理子

11 焦がし ｷｬﾗﾒﾙ ｱｯﾌﾟﾙﾃｨｰ 佐々木 由紀子 永井 京子 礒﨑 美津恵 髙橋 利栄子

12 オバンビーノ 大井 美季 荒木 恵美子 渡辺 幸千代 野村 佳代子

13 ハングリーキャタピラ 田矢 愛加里 山内 真有 山本 海遊 谷口 奈穂

14 チーム・マウンテン 高島 好子 吉田 裕子 吉田 由美子 栗賀 綾子

15 カエデーヌ　花 河北 あかね 中村 かおり 芦田 弘美 奥田 美鈴

16 カエデーヌ　光 江島 佐智子 須谷 知美 大伏 由香子 田中 由加里

17 チームなでしこ 乾 裕美子 隅　朋子 寺坂 玲子 横山 典子

12時30分までにチームで受付を済ませてください。（遅刻した場合は棄権したものとみなします。）

大会開催日当日、2名までのメンバー変更を認めます。（参加資格があり本大会にエントリーしていないこと。）

雨天等による中止及び順延の決定は会場で行いますので必ず集合してください。

＊ドローは開催日当日のエントリー受付時に、くじ引きで決定します。

＊トーナメント方式による６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式、セルフジャッジとします。

＊コート内でのウオームアップはサービス５球とします。　タイブレーク戦は練習無し。

＊メンバー４名が必ず試合に出場すること。（対戦中は、4名コート内に待機）

＊１勝１敗の場合は第３試合をペアを変えての７ポイントマッチタイブレークで勝敗を決定します。

＊チーム対戦試合毎のペア変更を認めます。　タイブレーク戦ではペア変更のこと。

＊その他は原則としてJTA TENNIS RULE 2016 に従います。

第二総合運動場　Tel.　０７２－７２９－４５５８

競技方法：

緊急連絡先：

ﾄﾞﾛｰ
抽選

受付
No.

チーム名

氏名

２０１６　　　 第60回　春季市民大会　　　テニス大会

2016年5月22日

集合時間：



団体戦　シニア女子の部

1 2 3 4

1 カエデーヌ　月 篠田 久美子 岡　久美 久下　京 大山 有子

2 カエデーヌ　雪 中村 昭美 岡田 昌美 山田 和子 伊藤 照乃

3 カエデーヌ　宙 村川 ひとみ 池田 恵子 藤嶋 富美代 増田 ゆかり

4 カエデーヌ　星 佐藤 栄子 小池 智子 大前 眞美子 渡　奈美

5 ことりっぷ♡ 田辺 敦子 吉岡 ますみ 上田 恭代 岡野 知子

6 プレティ４　（ﾌｫｱ） 西出 智子 梅本 明子 川西 昌子 山中 登喜子

7 むかしのお嬢さん’ズ 川﨑 孝子 高見 美恵子 中井 京子 中村 律子

8 安心してください♡楽しんでます 平山 潤子 住川 真理 加藤 文子 百鳥 年美

9 CHEER　UP！ 上原 説子 中嶋 潤子 藤川 智子 八幡 典子

10 ピュア・フレンズ 梅田 訓子 船井 京子 生井 美樹 伊藤 順子

11 チーム♡レインボー 上野 裕子 曽田 智恵 大中 ひとみ 小路 篤子

12 アクアマリン 辻　三紀 鈴木 淳子 君島 京子 竹本 由子

13 チームスタッフ 稲田 真弓 渡邊 美恵 小谷 文子 松尾 ゆみ子

14 チーム村上 岡本 みゆき 安井 泰子 松岡 直子 宮内 知子

8時30分までにチームで受付を済ませてください。（遅刻した場合は棄権したものとみなします。）

大会開催日当日、2名までのメンバー変更を認めます。（参加資格があり本大会にエントリーしていないこと。）

雨天等による中止及び順延の決定は会場で行いますので必ず集合してください。

＊ドローは開催日当日のエントリー受付時に、くじ引きで決定します。

＊トーナメント方式による６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式、セルフジャッジとします。

＊コート内でのウオームアップはサービス５球とします。　タイブレーク戦は練習無し。

＊メンバー４名が必ず試合に出場すること。（対戦中は、4名コート内に待機）

＊１勝１敗の場合は第３試合をペアを変えての７ポイントマッチタイブレークで勝敗を決定します。

＊チーム対戦試合毎のペア変更を認めます。　タイブレーク戦ではペア変更のこと。

＊その他は原則としてJTA TENNIS RULE 2016 に従います。

第二総合運動場　Tel.　０７２－７２９－４５５８

２０１６　　　 第60回　春季市民大会　　　テニス大会

2016年5月22日

集合時間：

競技方法：

緊急連絡先：

氏名
ﾄﾞﾛｰ
抽選

受付
No.

チーム名


