
要保管

＊ペアで＊ペアで1部、仮ドロー表と共に代表者宛に送付致しました。パートナーの方にはお知らせください。

1 会　　場 秋田県立中央公園テニスコート（砂入り人工芝）

〒〒010-1211　秋田県秋田市雄和椿川駒坂台4-1　　TEL:018-886-3131

2 大会日程 試合開始　試合開始　10：00	（16：00前後終了予定）

試合開始試合開始			9：30	（16：00前後終了予定）

3 受付時間 初日初日14日		9：00〜9：45

*雨天の場合も、コートに集合して下さい。（受付時間より少し早めの受付にご協力お願いします。）

*参加料支払いとは別に、2日間共に進行本部に必ず出席を届けて下さい。

4 参加料支払 ・ 5月13日	秋田キャッスルホテルフロント横にて	18：00～20：00まで

・ 5月14日	大会本部受付にて行います。

・各自の申込みに応じた金額をご用意下さい。　各自の申込みに応じた金額をご用意下さい。　		*釣銭の無い様ご協力願います。

　　　　<大会参加料>1人：5,000円	・	<懇親会費>	1人：6,000円

5 試合方法 ・ 6ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）セルフジャッジ

ただし、ただし、3組のリーグと75歳・80歳は8ゲーム先取(ノーアドバンテージ方式)

・雨天の場合、試合方法が変更になる場合があります。

・初日のリーグ戦初日のリーグ戦1・2位が2日目のＡ決勝、3・4位がＢ決勝トーナメント予定。（75・80歳を除く）

・天候等により、Ａ決勝（リーグ戦の天候等により、Ａ決勝（リーグ戦の1・2位）のみ又は1位のみでＡ決勝を行う場合もあります。

・その他の試合方法も、天候等やむを得ない事情により変更する場合があります。

・ 2019年版「テニスルールブック」諸規則、諸規定を適用します。

6 服　　装 ・テニスウエアテニスウエア(長ズボン可・フェイスマスク不可)、ロゴ規制なし

7 試試	合	球 ・ブリヂストンＸＴブリヂストンＸＴ8

8 ウォームアップ ・初回戦のみ初回戦のみ3分間。他はサービス4本のみ。
	

9 進行方法 ・試合はオーダーオブプレー（進行表試合はオーダーオブプレー（進行表OP）に従って進行しますが、進行状況でその限りではありません。

　　1日目：前日13日秋田キャッスルホテルの参加料受付場で進行表OPにて1～2Ｒを発表致します。

　　　　　　　　	それ以降は空いたコートに順番に入ります。

　　2日目：各年齢トーナメント2順目まで懇親会会場に進行表OPに発表致します。

　　　　　　　　	それ以降は進行状況によりますので確認をお願いします。

・

次第、試合を開始して下さい。

・

10 練習コート ・ 1日目	9:00～9:45、2日目	9:00～9:15　*大会本部に、当日の出席を届けてから使用して下さい。

(ボールは各自ご用意下さい）

11 懇懇	親	会 ・ 5月14日(火) 秋田キャッスルホテル 18:30～20:30（30分前の18:00から受付予定)

12 おお	弁	当 ・ 1日目	11:00〜、2日目	10:30〜	所定の場所で受取って下さい。(お弁当容器:14時までに回収）

13 キャンセル ・大会参加および懇親会のキャンセルは、ドロー会議以降は参加料が発生します。

14 そそ	の	他 ・本大会は、すべてのプレーヤーを公平に扱います。

・保険証叉は保険証の写しをお持ち下さい。

・表彰／Ａ決勝：表彰／Ａ決勝：55・60・65歳1～2位&ベスト4、70・75・80歳1〜2位、Ｂ決勝：全種目1位のみ　　

タクシー ・朝の会場行きにお申込みの方は秋田キャッスルホテルまでお越し下さい。

受付順にご乗車いただきます。受付順にご乗車いただきます。(ホテルから会場までは、通常40分程かかります）

1日目	8:00〜8:45、2日目	8:00〜8:30

・会場からのタクシーをお申込みの方は会場入口の乗合タクシー受付で調整いたします。

試合後勝者が両方を届けて下さい。

第第22回	井上早苗杯	GOGOテニスフェスティバル	by	Bridgestone	2019	秋田

　大大	会	注	意	事	項

5月14日(火)

5月15日(水)

呼び出しは致しませんので、進行表呼び出しは致しませんので、進行表OPを各自で確認のうえ予定コート付近で待機し、前の試合が終わり

進行デスクで、対戦する番号の小さい方がジャッジペーパーとボールを受取り下さい。



武正 八重子 （日本女子テニス連盟 会長)

小泉 弘子 （日本女子テニス連盟 副会長)

今井 知恵子 飯田 みど里 松内 信子 岩田 祐加子 星山 笑惟子

樗木 聖 澁川 貴子 保坂 澄子 大畑 始生子 海田 久美子

吉田 敦美 海原 真弓 溝口 美貴 松原 慶子 八木 真理

須藤 薫 宮本 典子 杉江 多鶴子 黒田 清子 東 五十鈴

西 豊子 大城 明美 (名簿順)

岡川 恵美子 （日本女子テニス連盟 理事長）

竹田 恵美子 （日本女子テニス連盟 競技推進委員長）

片岡 富子 （日本女子テニス連盟 秋田県支部長）

堀本 万里子 （日本女子テニス連盟 競技推進委員）

奈良 由美子 （日本女子テニス連盟 秋田県支部理事長）

信田 雅子 （日本女子テニス連盟 秋田県支部副理事長兼事務局）

日本女子テニス連盟 秋田県支部役員

大畑 始生子 （日本女子テニス連盟 静岡県支部支部長）

稲葉 一与 （日本女子テニス連盟 静岡県支部大会運営員）

１. 公式掲示板に伝達事項を掲示します。必ず読んで下さい。

２. 手荷物・貴重品は各自保管をお願いします。盗難・紛失等については、

一切責任を負いませんのでご注意下さい。

３. 大会期間中の事故・怪我は応急処置をしますが、責任は負いかねますので

準備運動等を行って下さい。

４. ゴミは所定の場所に分別して捨てて下さい。

５. スポーツマンシップにのっとりフェアプレーを心掛けて下さい。

10：00 試合開始

A・B決勝トーナメント 9：30 試合開始

【 大 会 副 会 長 】

注 意 事 項

【 大 会 会 長 】

【 大 会 参 与 】

大 会 役 員

【 運 営 委 員 】

【次年度開催視察員】

5月14日(火)

5月15日(水)

大 会 日 程

【 大 会 委 員 長 】

【 デ ィ レ ク タ ー 】

【 A. デ ィ レ ク タ ー 】

【 競 技 委 員 】

【 レ フ ェ リ ー 】

【 A. レ フ ェ リ ー 】

予選リーグ
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年年	度

第　回

開催県開催

地域

1998 福岡県 武井　妙子 （茨　城（茨　城) 吉成　明子 （福　岡（福　岡) 辰巳千代子 （京　都） 藤井　静子 （大　阪）

第１回 (九州地域) 早坂　春海 （茨　城（茨　城) 赤司　昌子 （福　岡（福　岡) 中村　春子 （熊　本） 勝沼　令子 （新　潟）

1999 愛知県 峯川千枝子 （愛　知（愛　知) 本村　照子 （福　岡（福　岡) 竹田　久子 （千　葉） 安野　節子 （愛　知）

第２回 (東海地域) 海野　開子 （愛　知（愛　知) 錦木　義子 （福　岡（福　岡) 山田　久子 （埼　玉） 松島紀久子 （岡　山）

2000 山形県 山中美佐子 （茨　城（茨　城) 宇佐美悦子 （東　京（東　京) 池田　睦子 （大　阪）（大　阪）	松島紀久子 （岡　山）

第３回 (東北地域) 高沢千恵子 （栃　木（栃　木) 大前　紀子 （東　京（東　京) 辰巳千代子 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）

2001 千葉県 山中美佐子 （茨　城（茨　城) 柚木　邦子 （岡　山（岡　山) 村松　敏子 （千　葉） 斉藤恵美子 （東　京） 大代　秋子 （愛　知）

第４回 （関東地域） 高沢千恵子 （栃　木（栃　木) 福田千香子 （岡　山（岡　山) 高橋美恵子 （神奈川（神奈川) 重光知津子 （東　京） 松井　照子 （香　川）

2002 岡山県 山中美佐子 （茨　城（茨　城) 大前　紀子 （東　京（東　京) 村松　敏子 （千　葉） 辰巳千代子 （京　都） 渡辺美江子 （静　岡）

第５回 （中国地域） 高沢千恵子 （栃　木（栃　木) 土屋　周子 （東　京（東　京) 森本　美江 （大　阪） 神保美智子 （東　京） 塩野入英子 （神奈川（神奈川)

2003 長野県 岡　　邦子 （茨　城） 大前　紀子 （東　京（東　京) 田中三枝子 （埼　玉） 鈴木美津子 （埼　玉） 塩野入英子 （神奈川）

第６回（北信越地域）稲毛　満枝 （茨　城） 土屋　周子 （東　京（東　京) 山下　博子 （神奈川（神奈川) 山田　久子 （埼　玉） 栗原　照子 （神奈川（神奈川)

2004 香川県 松井　文子 （岐　阜） 田口　京子 （大　阪） 小田　晶子 （東　京） 岩崎喜久子 （東　京） 塩野入英子 （神奈川）

第７回 （四国地域） 水野　美子 （愛　知） 福西　洋子 （大　阪） 飯田　　藍 （東　京） 竹田　久子 （千　葉） 勝沼　令子 （新　潟）

2005 北海道 神宮寺恵子 （岡　山） 山中美佐子 （茨　城） 広田　民子 （大　阪） 小村　常仍 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）

第８回（北海道地域）山本　洋子 （香　川） 早川美枝子 （茨　城） 大上　幸恵 （大　阪） 伏原　久子 （京　都） 塩野入英子 （神奈川（神奈川)

2006 大阪府 松井　文子 （岐　阜） 山中美佐子 （茨　城） 梅井　貞子 （大　阪） 笹田　啓子 （兵　庫） 山根　昭子 （大　阪）

第９回 （関西地域） 石井三代子 （岐　阜） 早川美枝子 （茨　城） 河内恵巳子 （大　阪） 森本　美江 （大　阪（大　阪) 竹村智恵子 （大　阪）

2007 栃木県 山崎　夢路 （千　葉） 大出のり子 （茨　城） 土屋　周子 （東　京） 広田　民子 （京　都） 山田　久子 （埼　玉）

第10回 （関東地域） 松本　修代 （千　葉） 稲毛　満枝 （茨　城） 大前　紀子 （東　京） 柴山　和子 （岐　阜） 石井　伸子 （東　京）

2008 熊本県 河野　恵子 （熊　本） 松井　文子 （岐　阜） 片岡　恭子 （熊　本） 友沢　雅代 （兵　庫） 辰巳千代子 （京　都）

第11回 （九州地域） 杉田ヨネ子 （熊　本） 石井三代子 （岐　阜） 永江　淑子 （熊　本） 大上　幸恵 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪）

2009 岐阜県 住　アツ子 （岐　阜） 松井　文子 （岐　阜） 中嶋　孝子 （兵　庫） 坪川　順子 （兵　庫） 福井　恭子 （大　阪） 塩野入英子 （神奈川）

第12回 （東海地域） 山本　歌子 （岐　阜） 石井三代子 （岐　阜） 佐野美保子 （岡　山） 那須　桂子 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪） 勝沼　令子 （新　潟）

2010 宮城県 種市　文子 （青　森） 髙澤千恵子 （栃　木） 山中美佐子 （茨　城） 中澤久美子 （兵　庫） 笹田　啓子 （兵　庫） 吉田サユリ （長　野）

第第13回 （東北地域） 大坂　栄子 （青　森） 石川　博子 （群　馬） 早川美枝子 （茨　城） 河内恵巳子 （大　阪（大　阪) 柴山　和子 （岐　阜） 杉本　エミ （熊　本）

2011 愛媛県 村上　博香 （愛　媛） 森本　由紀 （愛　媛） 吉田　芳子 （岡　山） 佐々木和枝 （東　京） 広田　民子 （京　都） 中村倭文子 （島　根）

第第14回 （四国地域） 藤原　雅代 （香　川） 藤井真理子 （愛　媛） 石原　房枝 （岡　山） 鈴木　美子 （静　岡） 森本　美江 （大　阪） 青木　安子 （兵　庫）

2012 新潟県 村上　博香 （愛　媛） 早川　恵子 （新　潟） 堀江　紀子 （岐　阜） 山村　厚子 （長　野） 山田　道子 （新　潟） 山田　久子 （埼　玉）

第第15回（北信越地域）藤原　雅代 （香　川） 田中冨美子 （新　潟） 川出　静代 （岐　阜） 石城　鈴枝 （長　野） 内藤美代子 （岡　山） 塩野入英子 （賛　助）

2013 長崎県 加藤　礼子 （茨　城） 白石　佑子 （大　分） 脇坂　晴美 （茨　城） 永江　淑子 （熊　本） 本村　照子 （福　岡） 池田　睦子 （大　阪）

第第16回 （九州地域） 大家　厚子 （茨　城） 伊達　広子 （大　分） 長野　綾子 （茨　城） 片岡　恭子 （熊　本） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2014 群馬県 酒谷由美子 （群（群		馬） 高橋千恵子 （群（群		馬） 金子むつ枝 （群（群		馬） 山村　厚子 （長（長		野） 村上　道子 （茨　城） 斎藤　和子 （群（群		馬）

第第17回 (北関東地域) 六本木由美子（群（群		馬） 栗山　道代 （群（群		馬） 堀田しづ子 （群（群		馬） 石城　鈴枝 （長（長		野） 佐々木和江 （東（東		京） 長井　雪子 （群（群		馬）

2015 福島県 田母神みほ子（福　島） 波多野洋子 （福　島） 高澤千恵子 （栃　木） 長野　綾子 （茨　城） 佐々木和江 （東　京） 山田　道子 （新　潟）

第第18回 (東北地域) 佐藤　悦子 （福　島） 小貫由美子 （福　島） 石川　博子 （群　馬） 早川美枝子 （茨　城） 村上　道子 （茨　城） 山田　久子 （埼　玉）

2016 山口県 風呂本理矢 （広　島） 清原美加子 （広　島） 中村　光江 （千　葉） 柳澤ふじ子 （千　葉） 佐々木和江 （東　京） 池田　睦子 （大　阪）

第第19回 （中国地域） 藤井理恵子 （広　島） 山本千代子 （広　島） 佐藤　清美 （千　葉） 井上えい子 （千　葉） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2017 富山県 吉塚　昌子 （長　野） 小田八寿子 （香　川） 田中冨美子 （新　潟） 福本　初枝 （富　山） 佐々木和江 （東　京） 広田　民子 （大　阪）

第第20回（北信越地域）大塚　真理 （長　野） 村尾　靖子 （香　川） 田中マサ子 （新　潟） 林　眞喜子 （富　山） 柚木　邦子 （岡　山） 村上　道子 （兵　庫）

2018 高知県 根岸　敦子 （群　馬） 土谷　圭子 （静　岡） 藤原　雅代 （香　川） 柳澤ふじ子 （千　葉） 別役　禎子 （高　知） 池田　睦子 （大　阪）

第第21回 （四国地域）六本木由美子（群　馬） 岩野　　緑 （静　岡） 村上　博香 （愛　媛） 井上えい子 （千　葉） 岩戸　宏子 （高　知） 大上　幸恵 （大　阪）

2019 秋田県

第第22回 （東北地域）

井上早苗杯井上早苗杯GOGOテニスフェスティバル　歴代優勝者

55歳の部 60歳の部 65歳の部 70歳の部 75歳の部 80歳の部


