
２０１９年 
第４０回 エイティレディース 

テニストーナメント 
 

仮ドロー 
  

会場： 立野ローンテニスクラブ 

 ビッグＫテニススクール吉祥寺 

  
＜出場選手の皆様へ＞ 

ドロー作成にあたり、氏名・所属の記述は申込書記載内容に準じて掲載いたしまし

た。特に所属無記名の方に関しては全て“フリー”と掲載しております。申込書に記

入をお忘れの場合で記載内容の変更をご希望の方は２月２７日（水）までに大会事

務局までお申し出ください。 

お手数ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

ビッグＫテニススクール吉祥寺にてテニス用品のバーゲンを開

催いたしますので、是非ご利用くださいませ！！ 
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注意事項 ★ 140歳以上はラウンドロビン方式にて一日二試合行います。

★ 今大会は基本オムニコートを使用致します。

★ 試合の進行状況によってハードコートやナイター使用もございます。

★ 雨天の場合は、日程変更やラウンドの時間変更がありますので、前日に必ずご確認ください。
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ビッグＫテニススクール吉祥寺 ・ 立野ローンテニスクラブ 
 

＜コートサーフェス＞ 

立野ローンテニスクラブ → 砂入り人工芝・ハード 

ビッグＫテニススクール吉祥寺 → 砂入り人工芝 

  

会場案内 

 

車でのご来場について 

駐車スペースに限りがあり、毎回収容台数をオーバーします。その

場合は、駐車をお断りさせていただきます。駐車場待ちを含む路上

での駐停車等の無いよう警察より指導を受けております。近隣のご

迷惑にもなりますので、お車でのご来場はご遠慮くだ

さい。 
公共の交通機関をご利用の上、ご来場いただけるようお願い申し上

げます。 
 

注意事項 
・ 参加者は試合の出来る服装で定刻１５分前に本部に出席を届け出てください。 
・ 天候その他の事情により試合の有無が不明の場合は下記までお問い合わせください。 

※大会本部 ℡ ０３－３９２８－９９５９ 

・ 試合方式は、３セットマッチ 各セット６ゲームオール７ポイントタイブレークとします。 

（ノーアドバンテージスコアリング方式採用） 

・ 試合前の練習は全てサービス６本（各サイド３本ずつ）のみとする。 

・ 天候の都合により、日程ならびに時間・ゲーム数を変更することがございます。 

・ 決勝戦は SCU方式、それ以外はセルフジャッジとします。 

・ 大会使用球は、＜ヨネックス マッスルパワーＴＭＰ８０＞ 

・ 参加料は棄権の場合も返却いたしません。 

・ 所持品は各自責任を持って保管してください。紛失した際には責任は一切負いません。 

・ 更衣室、その他会場の施設利用については、会場責任者の指示に従ってください。 

・ 試合中、携帯電話の電源を切るかマナーモードにして音が鳴らない状態にしてください。 

 

＜交 通／電車の場合＞ 

◆ＪＲ中央線 吉祥寺駅中央口より西武バス北口バス停にて 

   ［関町南二丁目］下車 

（バス乗車／約１０分・徒歩／約２分） 

◆西武新宿線 武蔵関駅より、西武バス吉祥寺駅行にて 

   ［東京三育小学校入口］下車 

   （バス乗車／約１０分・徒歩／約２分）  

 

 

＜交 通／お車の場合＞ 

◆青梅街道より吉祥寺通りを吉祥寺駅方面へ→ 

 立野通り水道端十字路を右折→石神井西中十字路を左折 

 



梅田　真由美 リーファＴＧ

片山　恵子 マス・ガイアTC

霧生　香 プラネット

黒屋　千絵 フリー

加藤　沙央理 フリー

水落　由美 グリーンエイト

大澤　詩保子 杉並区テニス連盟

長谷川　昌枝 Leads

石井　真由美 一球一打会

神田　玲央 Team Coke

池谷　綾子 京浜

小林　まゆみ 馬込TC

倉掛　順子 クレスト

藤澤　靖子 中野区テニス連盟

山内　美奈子 タウンテニス大泉学園

小林　恵美 SAB

瀧川　友美 金曜会

林　まどか フリー

北嵐　直子 一球一打会

大木　朋子 ひまわり

鈴木　府子 ライジング

土肥　由香 フリー

村田　珠美 IHSMアリーナ

亀山　紋奈 フリー
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寺内　純子 テニスユナイテッド

木次　桜 テニスユナイテッド

小林　めぐみ 立川TC

三村　めぐみ フリー

松本　千夏 レディメイツ

和田　祐三子 ETC

鈴木　優子 フリー

峯村　有佳子 フリー

岩下　江里 一球一打会

稲熊　紀子 一球一打会

髙木　朋子 Y.S.C

硎野　香織 Y.S.C

垂石　菜美 プラネット

森田　かおり 一球一打会

乙部　瑞代 金曜会

神保　美保子 金曜会

望月　直美 フリー

山時　美央 フリー

夏目　登喜子 大正セントラル目白

菊池　亮子 フリー

桝渕　美佐 ライジング

松平　慶子 ライジング

笠井　和子 松原TC

大澤　花菜子 サンクTC
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穂積　綾子 フリー

宮井　恵美 ちはや牧場

中村　文子 ビッグＫ

安岡　洋子 MTS

池田　恵理 東京女子連クラージュ

三好　由紀子 東京女子連クラージュ

岡野　有子 明治神宮外苑TC

吉井　順子 明治神宮外苑TC

沖島　靖子 立野ローンTC

伊東　淳子 ビッグK

勝盛　桂 T's club

濱村　いづき 日野市民

杉山　美奈子 月見野ローン

須藤　晶子 ひばりが丘新豊TC

細川　薫 東宝調布TC

八木沢　勢子 東宝調布TC

高杉　真澄 ゴールドベル

書上　仁美 アシニス

篠原　美佐 T's club

稲垣　美和子 立野ローンTC

東　雅美 竹の子

土谷　水帆子 STC

齋藤　真奈美 小平市テニス協会

池田　千奈津 ヤナギTS
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田村　豊美 T's club

井上　昌美 T's club

植村　巳香 保谷ロイヤル

種村　和代 BIG BOX

河崎　留美子 立野ローンTC

飯塚　玲奈 武蔵野市庭球連盟

小野　満里子 レディメイツ

須田　晶子 関町LTC

秋元　ひろの 立野ローンTC

浅井　貴子 ゼロ和光

西田　博子 MTS

姫田　清代 昭和の森サークル

福田　陽子 立野ローンTC

竹中　友美恵 竹の子

中野　和子 T's 

朝倉　富美子 高松ローンTC

伊藤　美香子 テニスユナイテッド

三嶽　紀子 チーズ

藤澤　優美子 Y.S.C

足立　真琴 Y.S.C

福山　博子 高井戸ダイヤモンド

金子　明美 高井戸ダイヤモンド

青山　裕子 西が丘

堀　幸子 プラネット
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坂田　三真子 TEAM JANNU

渡辺　明子 TEAM JANNU

飯島　敦子 立野ローンTC

高橋　久美子 立野ローンTC

中川　典子 双実TC

杉田　深雪 双実TC

月本　聖子 東宝調布

細川　早余子 あたごTC

石田　公子 Y.S.C

石井　美鶴 Y.S.C

岩泉　三恵子 あたごTC

石川　礼子 あたごTC

有馬　恵子 関町ローンTC

木原　好子 関町ローンTC

岡本　由季子 ベアーズ

新井　玲子 国立西が丘

山田　博子 T's club

伊藤　芳子 Y.S.C

篠崎　真澄 スマイル

石垣　由美子 スマイル

濱路　一代 ヤナギ

相澤　良枝 チームＫ

出町　ひろみ 緑ヶ丘TG

石丸　由美子 緑ヶ丘TG

下津　信子 国立スポーツ科学センター

宮田　令子 チアーズ

湯澤　直美 東宝調布TC

堤　智子 東宝調布TC

阪柳　由紀子 関町ローンTC

藤井　由紀子 関町ローンTC

赤城　左絵 立野ローンTC

小須田　玲子 足立区テニス協会
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(得失セット)
(得失ゲーム)

(    　 -　　   )
(    　 -　　   )

(    　 -　　   )
(    　 -　　   )

(    　 -　　   )
(    　 -　　   )

(    　 -　　   )
(    　 -　　   )

(    　 -　　   )
(    　 -　　   )

順位の決め方
①勝敗の優位順
②勝敗が同率の場合、直接対戦の結果による
③３チーム同率の場合、得失セット差の多い方が勝ち
④③が同数の場合、得失ゲーム差の多い方が勝ち
⑤④も同数の場合、１０ポイントのタイブレークを行います

5
渡辺　澄枝 あたごTC　 -

宮坂　ヨシ子 あたごTC　

4
久保田　素子 明治神宮外苑TC -

岡本　トモ子 明治神宮外苑TC

3
佐竹　敏子 フリー -

大久保　康子 フリー

2
渡邉　喜代子 あたごTC　 -

野田　登美子 キャッツアイ

1
大島　磯美 立野ローンTC -

田中　孝子 あさきTC

１４０歳以上

勝敗
1 2 3 4 5 順位


