
期 日 ： 2022年4月7日（木） 予備日：2022年5月12日（木）

会 場 ： 泉総合運動場 泉庭球場（砂入り人工芝）18面

《スケジュール》

 9:20～9:30 受付（チームの代表1人） ※プラクティス(練習）は、ありません。

 9:35～10:00 開会式（15・16番コート）

10:15～14;00（予定）       団体戦 試合開始（１～18番コート）

　・25分制ノーアド（6ゲーム先取で終了）※当日チームに1枚配布のコート割表参照

　・笛の合図で試合開始・終了 ピーー(①25分)　ピーピー(②25分)　以後同じ

13:00～15:30（予定） 試打会（15・16番コート）

14:00～16:00（予定） チャレンジマッチ（1～10番コート）

　・3ゲームのみノーアド 　　 ※1ゲーム目：チャレンジャーからサーブ

　 2ゲーム目：代表選手のサーブ、3ゲーム目：チャレンジャーのサーブ

14:00～16:00（予定） 親睦ゲーム（11～14・17・18番コート）

　・4ゲーム先取ノーアド

※雨天の場合でも時間までにお集まりください。

1） 受付

・メンバー4人が揃いましたら、代表者が受付を行ってください。

・4人分の参加料（4,000円）をお支払いください。釣銭が無いようにお願いいたします。

・大会グッズが入ったビニールバッグを受け取ってください。

2） 入会手続き

・受付時に新入会の申込書をお渡ししますので、ご記入をお願いいたします。

・試合が始まりましたら、理事が受け取りに行きますので、申込書と年会費（1人1,000円）をご準備ください。

3） 団体戦試合方法

　　①　試合は25分制ノーアドで行います。(天候等により変更あり。)

　　②　笛の合図と共に始まり終了します。

　　　　　(トスは試合時間前にコート外で行ってください。)

　　③　初戦のみ、練習はサービス4本です。

　　④　25分の時間内に6ゲーム先取した場合は終了してください。

　　⑤　試合結果の順位は決定しません。

4） 駐車場

★駐車台数が制限されていますので、乗り合わせてご来場ください。

★当日は係の指示に従いご利用ください。ご協力をお願いいたします。

（駐車場は、菜の花大会の開催要項と一緒に送付の駐車場図、または宮城県支部ＨＰでご確認ください。）

5） 問い合わせ

ディレクター 山 本 恭 子 022-386-9120 （午後7時以降）

レ フ ェ リ ー 斎 藤 佐 枝 子 022-225-0942 （午後7時以降）

大 会 当 日 泉 庭 球 場 022-372-1024 （緊急時）

日程

日本女子テニス連盟宮城県支部



★ 助永美幸 今野奈美子 大友香織 豊田由実子 ★ 山田よし子 古積ひろみ 横山美奈子 菊地一江 ★ 加藤信美 大西朋子 根本真弓 髙橋久江

ウイニングショット ダンロップ泉パーク ＳＴ-ＰＡＬ ウイニングショット ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ 須田塾 アニーズ MG　Ｓｔｅｐ ＳＴ-ＰＡＬ

★ 三橋奈保美 和田恭子 千葉朋子 長田みどり ★ 時枝邦子 赤木ひとみ 荒井美紀 橋本まゆみ ★ 植松利江子 七崎朱美 栗城励子 大塚典子

Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ ダンロップ仙台 須田塾 エムズTP ひまわりレディース ひまわりレディース Ｍｏｒｅ-Ｔｅｎｎｉｓ ひまわりレディース ダンロップ仙台 フリー ｃｏｌｏｒｓ ひまわりレディース

★ 佐藤恵利子 鎌田左余子 畑明美 森佳子 ★ 真浦増美 西依香代 福島美也子 小原恵 Team ★ 森重治子 蒔田純子 本郷玲子 大見川由香

ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ダンロップ泉パーク ウイニングショット フリー フリー ジュレ大盛り シャイニーズ フリー フリー シャイニーズ

★ 須田恵子 佐藤百合子 藤山里子 栗原弘子 ★ 下之園理津子 小泉郁子 冨田直美 後藤和子 ★ 佐々木里子 内海知子 加藤志津子 鳥羽昌代

ＳＴＣ リベラ仙台 リベラ仙台 多賀城レディース ＮＦＴＣ ディアス中山 ＮＦＴＣ チアーズ 荒巻サーモンズ ＮＦＴＣ ダンロップ泉パーク ダンロップ泉パーク

★ 荻野絹代 村田優子 佐藤千加子 嵯峨真由美 ★ 柏倉まゆみ 高橋美幸 土井美貴子 藤田美加子 ★ 齋藤みゆき 阿尻尚子 菱沼明美 清水幸恵

ウイニングショット ウイニングショット ウイニングショット ウイニングショット ダンロップ泉パーク チアーズ ＮＦＴＣ ウイニングショット ｃｏｌｏｒｓ ダンロップ仙台 Ｍｏｒｅ-Ｔｅｎｎｉｓ ダンロップ仙台

★ 佐藤清枝 上西計子 橋浦好美 阿部真佐子 ★ 下井田佳枝 岩渕美紀 金野百合子 中鉢裕美 ★ 柴山いなみ 伏見牧子 八柳真紀 佐藤絵理子

ＮＦＴＣ フリー フレンズ フレンズ エムズＴＰ Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ 多賀城レディース フリー ウイニングショット ウイニングショット

★ 滝口政子 野崎明子 阿部まゆみ 多田賀代子 ★ 尾嵜恵美子 佐藤由佳子 佐藤恵美 庄司明美 ★ 鈴木幸子 榊原千晶 五十嵐雅子 神尾順子

エムズTP フリー エムズTP ダンロップ泉パーク フリー シャイニーズ リベラ仙台 フリー リベラ仙台 須田塾 ＮＦＴＣ ウェンディ

★ 小林裕美 小野崎弘美 内海恵子 中島さやか ★ 小林直美 西澤弘子 稲辺さやか 菊川利香 ★ 佐々木久美子 坂本亜矢子 八重垣郁子 遠藤真由美

ルネサンス南光台 リベラ仙台 多賀城レディース 多賀城レディース フレンズ フリー フリー フリー ひまわりレディース ダンロップ泉パーク フリー ダンロップ泉パーク

★ 阿部春美 結城真紀子 小池美和 野際由香 ★ 佐藤ほずみ 安達佳代子 佐藤淑枝 田畑やよい ★ 佐藤由紀 長谷川玲子 熊谷理恵子 小国菊枝

ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ ＦＵＮＦＵＮ リベラ仙台 ダンロップ泉パーク Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ オレンジF ウイニングショット Ｂｉｇ　Ｂｉｒｄ リベラ仙台 ダンロップ仙台

★ 米地亜由美 丸山由美子 木皿里美 髙橋和子 ★ 阿部萬美 添田恵子 小林明美 川口桃代 ★ 中川かがり 相澤歩 藤井智加 秋葉洋子

リベラ仙台 MG Ｓｔｅｐ セルヴァンテ リベラ仙台 多賀城レディース フリー 多賀城レディース 多賀城レディース ウェンディ ウェンディ ウェンディ ウェンディ

★ 菊地さとみ 山田加奈子 千葉敦子 菊地祥子 ★ 大西美紀 佐藤美紀 小泉順子 木皿玲子 ★ 佐藤三保 但野きよ 佐々木まゆみ 江副康子

ＪＡＣＫ ＪＡＣＫ ＪＡＣＫ ダンロップ泉パーク ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 泉レディース ルネサンス南光台 ルネサンス南光台 ルネサンス南光台

★ 森洋子 今野美江 菅野寿美子 今井敏子 ★ 吉田祥子 黒木かほる 菅晴美 冨田加穂 ★ 佐々木美智代 福王千鶴子 浅田広美 徳田恵子

ＳＫＹ ＳＫＹ ＳＫＹ ＮＦＴＣ フレンズ ＮＦＴＣ ウェンディ フリー ダンロップ泉パーク ダンロップ泉パーク ダンロップ泉パーク ダンロップ泉パーク

★ 鈴木仲子 佐久間久美子 大森沙季 大友真紀 ★ 男澤美知子 八甫谷由美子 鈴木栄 白井まり ★試合は25分制ノーアド（6ゲーム先取で終了）
ダンロップ仙台 ダンロップ仙台 ダンロップ仙台 ダンロップ仙台 フリー ウイニングショット フリー フリー

★ 富山さやか 足立温子 小川史絵 鏑木恭子 ★ 佐藤忍 髙橋博子 穐本春代 倉永英里奈 ★11ブロックは、総当たりではなく、リーグの中で3回対戦
ウイニングショット ウイニングショット ダンロップ泉パーク ウイニングショット エムズＴＰ エムズＴＰ エムズＴＰ エムズＴＰ

★ 樫本和子 長谷山真姫子 岡崎早苗 渋川佐江子 ★ 夜野尚子 小山陽子 齋藤修子 鷲谷明日佳

ＦＲＩ ウェンディ 荒巻サーモンズ 荒巻サーモンズ ＦＵＮＦＵＮ フリー Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ フリー

★ 桑原里花 松村加奈子 齋藤昭子 森千代子 ★ 脇山浩子 河田文子 鈴木賀代子 佐藤千枝子

リベラ仙台 MG　Ｓｔｅｐ ＮＦＴＣ ＪＡＣＫ ダンロップ泉パーク フリー 荒巻サーモンズ ＮＦＴＣ

★ 真砂恵美子 光本きよ子 阿部多賀栄 千葉明紀子

フリー フリー リベラ仙台 リベラ仙台

★ 松居和世 高橋園子 氏家美恵 伊藤富代

MG　Ｓｔｅｐ MG　Ｓｔｅｐ MG　Ｓｔｅｐ Ｍｏｒｅ-Ｔｅｎｎｉｓ

Ｅ

Ｆ

Ａ

Ｃ Ｃ

Ｄ Ｄ

Ｂ Ｂ

ジュ・ド・ポーム

４ブロック（６・７コート） ５ブロック（７・８コート）

Ｍｏｒｅ Ｓｔｅｐｓ

１ブロック（1・２コート） ２ブロック（2・３コート） ３ブロック（４・５コート）

Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ

マロン１

Ａ

カフェラテ

花より団子

    いいね！　　　
　それいいね。

魔女のラケット

私たちＤＣＵです

Ｄ

マカロン

春の午後Ｔ

黒百合

PP　Band

春爛漫🌸

 全部ドラえもん　　
サイズ

 　　　　　　　　　　　

Ｄ

１０ブロック（１５・１６コート） 1１ブロック（１７・１８コート）

Ａ

Ｂ Ｂ

Ｄ Ｄ Ｄ

７ブロック（9～１2コート） ８ブロック（11～14コート） ９ブロック（13・14コート）

Ａ Ａ

FUMFUM

    庭球柱❕　　
狙井杉 杏愚留

   ミスショットと　　
言う勿れ

菜の花初摘み‼

       全力　　　　　
キャンペーン

魔女といっしょ♪

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｂ Ｂ

M'z的モモウメ

スタートライン

      笑顔で　　　　
　スマッシュ

team低脂肪乳

      Ｓ.ＴＫＧ　　　
卵かけご飯

    カムカム♡　　　
スマッシュ

    ミラクルと　　　
　 言う勿れ！

Ｃ

６ブロック（９・１０コート）

Ａ Ａ

Ｃ Ｃ

Ｄ

 びったびたの　　
ゴン詰め

　　ミスシタと　　　
　言う勿れ

KUNKUN

　　もう春だよ❢　
　全員集合

チームSMC

吉田組ぷらす

Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

プラムブロッサム

有象無象

Ｂ

Ｃ Ｃ

マロン２

Ｄ Ｄ

Ｄ

カタコリ　ケイ

ムーミンズ

さくらもち～ず

あじまん

   まつぼっくり　　　
4むすめ

Ａ

Ｉ ♡テニス

ＮＫＣ

竹印

Ｂ

団体戦リーグ表


