
　　　　　　　　第９回
　　　足利オープンレディーステニス大会

★期日★　　　　  　平成30年10月17日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19日（金）予備日

★会場★　　　　　　足利市総合運動場テニスコート
★主催★　　　　　　足利テニス協会
★後援★　　　　　　足利市教育委員会
　　　　　　　　　　　　足利市みどりと文化・スポーツ財団

☆　必要なページのみプリントアウトして利用願います



　試合方法の説明

★今年は　24チームの参加申し込みがありました

★受付は9：00分までに済ませてください。

★１チーム、ダブルス３組編成による団体戦です。

★試合は全て　6ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式で行います。

★No．１、No．２、N0．３の順で試合を行って下さい。
　　　オーダー交換時に揃っていないと無効試合になります
　　　不在メンバーの試合は、N0．３としエキジビションとなります。

エキシビジョンの時はオーダー用紙に×印を入れてください。

★試合順序 第１試合 第2試合 第3試合 第４試合 第５試合 第６試合
4チーム １－２ ３－４ １－３ ２－４ １－４ ２－３

★最初の試合は、ニューボールで行って下さい。（ボールはリーグブロックのリーダーが管理してください。）

★試合球はブリジストンになります。

★練習はサービスのみ、４本とします。

★勝敗が2チーム同率の場合は直接対決の勝者が勝ちとなります。
　　（３チームの場合、得失ゲームで決定します。）

★リーグ戦はすべて必ず全試合を行ってください

★勝者チームは対戦が終了次第結果を本部まで提出してください

★ウォークオーバーが有ったときは組み合わせを変更する場合が有ります

★試合前のウォーミングアップ・試合後のクールダウン等を行ってください

★天候・その他の事由等により試合方法を変更する場合があります

★テニスコート北側の駐車場は無くなりましたので、ご注意ください。

第1日目

★ブロックごとのリーグ戦を行う
　　　１・２位トーナメント、３，４位トーナメント戦への振り分けを行います

★参加チームの数が少なくなった場合は組み替えを行う場合があります。

★各ブロックの順位決定後、２日目トーナメントのくじを引いてください。

★２日目都合で出場できない場合は本部に伝えてください。

第2日目

★ブロック順位１・２位トーナメント、３，４位トーナメントを行う

★初戦の勝者をA、敗者をＢとしてトーナメントを行います。

★トーナメントにおいては初戦は３ポイント行うが
進行状況により勝敗決定後の3試合目はやらない場合もあります。

★３位決定戦は行わない



チーム名・リーダー名 選手名 チーム名・リーダー名 選手名

かすみA 竹澤　しのぶ 茂木　節子 岩松　幸子 倉上　圭子 　大島　雅世 ハイビスカス 門脇マツ子 境　靖子 小林　正子 津島　久美子 高木　ますみ

町田　淑子 町田　淑子 斉藤　陽子 佐藤　芳江 小林　正子 齋藤　登志子

かすみB 永瀬　和子 内田　晴子 船越　さつき 小野寺　環 小杉　知子 パキラ君 神藤　仲子 高橋　佐都美 永井　宣恵 丸岡　和子 荒井　みどり

渡辺　英子 渡辺　英子 松島　百合子 神藤　仲子 濱田　陽子 宮本　宏子 前田　美恵子

WATARASE 上原美津枝 岩崎より子 工藤美和子 斉藤順子 佐藤純子 さくら 五十嵐　富江 宇野　晶恵 小川　順子 町田　明美 長谷川　純子

吉原貴子 薗田民子 室田ひとみ 吉原貴子 小川　順子 佐藤　多恵子 色川　好美

チームＦｕｊｉ 中山由美子 大塚夏代 高橋文子 柳　美智子 村田知美 あやや 小野　正江 内田　由喜江 木村　則子 坂場　紋子 長谷川　宏子

中山　由美子 森田康江 大西加津江 横山容子 小野　正江 富宇賀　正江

足利ローン 松葉みどり 福岡幸江 山澤美穂乃 安藤純子 田島章子 ツムツム倶楽部 平出　エリ子 武内　純子 浜田　恵美子 加賀谷　英子 野崎　てる子

松葉みどり 田巻明日美 藤澤真由美 若山理美 平山和美 加賀谷　英子 鳥海　キクエ

はーもにー 生田　夏子 高山　明美 楢原　まゆみ 熊谷　ちはる 佐々木　博子 オリーブ 吉田　智恵子 宮野　美佐 中島　みどり 茂木　佳二代 高田　英子

生田　夏子 宮澤　貴恵子 星野　晴美 松本　知子 増茂　展子 高野　礼子 茂木　佳二代 椎名　若枝 片柳　容子

松井　久代  なごり雪（みなみ） 森島かほる 阿部加代子 久保田和希子 遠藤律子 松本桂子

フルーツバスケット 小久保　良枝 山野　真由美 服部　実千代 大島　美佐子 小川　三枝子 森島かほる 高澤千恵子

小久保　良枝 茂木　芳枝 春のおとずれ（みなみ） 金子晴美 赤坂小百合 石川さよみ 斎田京子 和田千絵

 東太田テニスクラブ 石川博子 藤野リイ 内城恵利子 絹川貴美江 高橋美津子 金子晴美 山口千春

羽賀　直美 羽賀直美 橋本かよ子 春よこい（みなみ） 大谷康子 谷佳代 春山理枝子 藤田恵子 須田秋子

木崎レディーステニスクラブ 相澤ひろみ 岡部恵子 栗原裕美 石井淳子 川田さち子 大谷康子 斉藤喜美子

石井淳子 小松年江 成川由子  夏のおもいで（みなみ) 麦倉与志子 桜井るり子 佐竹俊子 茂木律子 岡田由美子

チーム　クローバー 会田　三知子 尾崎　律子 木村　千枝子 高田　由紀子 岸　雅子 麦倉　与志子 山根睦子 黒田江利子

岸　雅子 坂本　信子 洲鎌　悦子 松沢　利枝 細川　清美

アルファ 矢野　恵美子 原　千鶴子 荻野　善子 野口　文子 佐々木　厚子

矢野　恵美子 竹沢　浩子 竹下　智子 内海　玉枝 福井　光子 中里　弘子

中島　泰子 古賀　和恵

サンク 大澤　花菜子 大澤　智子 加藤　理子 草川有里子 佐野　加代子

大澤　花菜子 小岩井　美恵子 川村　優華

ラヴ・オール 鈴木貴子 久住真里子 小松原博子 小野塚珠代 福田喜代美

鈴木貴子 蓮子美智子 杵渕守美 板橋千容 柊木卓子 堀原　暢子

小高直子

エースアカデミー 長谷川小夜子 椎名麻差子 田中フミ子 谷津千恵子 神部恵子

長谷川小夜子
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【1日目】　2018年　10月17日(水)　予選リーグ戦

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 足利みなみ 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ かすみ

はーもにー ハイビスカス 春よこい オリーブ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

B

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

はーもにー オリーブ

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

ハイビスカス

かすみ

ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

B

足利みなみ

春よこい

足利みなみ 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 足利みなみ 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

サンク なごり雪 あやや 東太田 パキラ君

テニスクラブ テニスクラブ

足利みなみ

サンク

テニスクラブ

足利みなみ

なごり雪

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

あやや 東太田

テニスクラブ

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

パキラ君

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 足利みなみ チーム 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ かすみ

ツムツム 足利ローン チームFuji 夏の思い出 クローバー さくら ラヴ・オール テニスクラブ

倶楽部 A

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ チーム

ツムツム クローバー

倶楽部

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

足利ローン さくら

チームFuji ラヴ・オール

足利みなみ かすみ

夏の思い出 テニスクラブ

A

エース
アカデミー

エース
アカデミー

春の
おとずれ

春の
おとずれ

フルーツ
バスケット

フルーツ
バスケット

順位 順位

WATARASE

順位 WATARASE 順位

アルファ

順位

E F

木崎
レディース

C 木崎
レディース D

A B順位 アルファ



1・ 各ブロック１位の6チームにクジを引いてもらい　□１　の枠に入ります

2・ 各ブロック２位の6チームにクジを引いてもらい　□２　の枠に入ります

3・ 初戦でクラス分けブロックと同じ組み合わせが１組の場合はそのままとします

4・ 初戦でクラス分けブロックと同じ組み合わせが複数の場合は同じ組同士の下位チームが１つずつ後ろへ移動します

優勝

１・２位トーナメント

１－８コート
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第9回　足利オープンレディーステニス大会　１・２位トーナメント（２日目）
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1・ 各ブロック１位の6チームにクジを引いてもらい　□１　の枠に入ります

2・ 各ブロック２位の6チームにクジを引いてもらい　□２　の枠に入ります

3・ 初戦でクラス分けブロックと同じ組み合わせが１組の場合はそのままとします

4・ 初戦でクラス分けブロックと同じ組み合わせが複数の場合は同じ組同士の下位チームが１つずつ後ろへ移動します

優勝

３・４位トーナメント

９－１６コート
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第9回　足利オープンレディーステニス大会　３・４位トーナメント（２日目）

1

1



2018年10月１7日(水)　　１日目予選リーグ

2018年10月18日(木)　　２日目順位別トーナメント

★初戦の勝者をA、敗者をＢとしてトーナメントを行います。
★進行状況によりコートが変わることがあります。

A・B C D・E F

11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

A　３Ｒ A　３Ｒ Ｂ　２Ｒ

Ｂ　決勝 A　決勝 A　決勝 Ｂ　決勝

16

順
位
別

ト
ー

ナ
メ
ン
ト

１．２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　１R ３．４位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　１R

Ｂ　１Ｒ A　２Ｒ A　２Ｒ Ｂ　１Ｒ

Ｂ　２Ｒ

10 11 12 13 14 152 3 4 5 8 96 7

ブロック

コート 1 2 3 4

コート 1





来年度以降の大会開催の参考にしたいと思いますので
アンケートのご協力をお願いいたします。

１・現在までは初日にリーグ戦、二日目に順位別トーナメントを
　　行ってまいりましたが・・・

A.　今まで通りで良い B.　一日で終了する日程が良い

２・参加賞として　足利銘菓　香雲堂のもなか　を毎年進呈していますが・・・

A.　今まで通りで良い B.　違う物を希望する

３・現行はチームの人数を6人（３対戦）を原則としていますが・・・

A.　今まで通りで良い B.　４人のチーム戦が良い
　　

４・その他
　　何かご意見がございましたら、下記空欄にご記入頂き
　　本部までご提出ください。

足利オープンレディース大会についてのアンケート




