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　　 決められた試合時間の20分前にキャプテン会議を行いますので、本部前に集合して下さい。　

　   ラウンドロビン4チームのブロックは各2試合行います。（1-4・2-3の試合は行いません）

　　　但し天候その他の事情により変更する場合があります。

 ６. 大会前日までに欠場者があった場合、ﾌﾞﾛｯｸ間で移動を行う場合があります。

 ７. 試合前の練習はサービス2本です。各自ウォーミングアップを充分に行ってください。

 ８. 雨天の場合は、当日会場にて日程の変更を行います。

 ９. 服装は、テニスウェア、テニスシューズを着用して下さい。　（長ズボン着用可）

10 .不慮の事故、傷害については、当支部は一切の責任を負いかねますので、十分に健康に留意され

　　万全の体調で試合にお臨みください。

11. ゴミは、すべて持ち帰りとなりますのでご協力をお願いします。

心にゆとり、さわやかマナー

第21回JLTF北海道ローズカップ
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【日　　程　　表】

9月24日（火） 9月25日（水） 9月26日（木）
   会場：モエレ沼公園テニスコート（札幌市東区モエレ沼１－１）　　　　　　　　　　　2019年9月11日作成

 ４. メンバーの変更は、正当な理由がある場合のみ当日試合開始時間の30分前までに申し出て下さい。

 ５. 予選リーグは、全試合6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）のラウンドロビン方式で行います。

　　 変更は2名まで可能です。

【　大会連絡先　：　090-5953-2346　】

＜注　意　事　項＞
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　   本戦は、予選1位チームによる決勝トーナメント6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

 ３. 各チーム定刻30分前までに受付を行って下さい。

 １. この要項に定めのない全ての事項は、JTAトーナメント諸規則及び大会委員会の決定によります。

 ２. 遅刻に関しては、日本女子テニス連盟北海道支部規則に準じます。

 ※組み合わせは、抽選により決定
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大畠　小百合 中西　貴子 五十嵐　由紀

品田　美由紀 岩渕　都子 五十嵐　由佳子

岩瀬　恵里 今井　里夏子 齋藤　きみ子

飛騨野　まり 高野　唯

小松原　真由美 菅原　朋栄

本田　千栄子

渡辺　清子 甲賀　恵子 伊藤　リカ

庄司　真由美 大久保　智美 松浦　智子

堂坂　直美 柴谷　美雪 佐々木　女久美

杉本　孝子 小関　絹子 鶴羽　曜子

メ　ン　バ　ー

武藤　直美 榊原　雅代 倉岡　裕子

メ　ン　バー

阿部　麻里愛

村尾　直美 寺沢　優美子 山本　美恵子

山田　智子 小林　直美 宮　厚子

鵜川　良美 宇野　千鶴 伊藤　奈巳

谷内　千春 伊藤　実佳子 大久保　志保

五十嵐　真理子 菱木　奈美 中谷　友恵

大塚　千景 川辺　真弓 中島　和代

坂上　優美恵 前川　早苗 河西　紀代美

メ　ン　バ　ー

秋元　慈江 平口山　淳子

菅　雅子 小斎　玲子 金石　怜子

岩瀬　千佳子 佐藤　交子 上杉　一子

星川　郁子 照井　由美子 西出　路代

横山　麻里 高橋　紀美代 中田　富子

榊原　和代 西　栄美子 山本　絹子

メ　ン　バ　ー

島部　佳代 木村　広美 安井　徳子

松本　和子 立石　かおり 川村　由香子

若松　真由美 内藤　久美子 佐藤　泉

斉藤　ひろみ 市橋　真由美 長谷　恵美

戸田　初美 室矢　里子 濱野　育

上木　加織 北岡　あゆみ 森島　夏奈

石山　としえ 本田　望美 大畠　恵美子

三島　美恵子 梶川　由美子 横沢　恵津子

松田　起惠子

2 ベリー＆ローズ
岡田　悦子 斉藤　ひとみ 林　尚子

若松　節子 堀内　智江 田中　由美子

3
北原　由美 山崎　和恵 本間　えり子

鎌田　ひとみ

松村　仁子 細貝　和子

メ　ン　バ　ー メ　ン　バ　ー

1 室蘭鉄ん子
本田　美智代 高見　葉子 木村　道子

田中　愛 丸田　たか子 安部　敏子角田　裕子 角地　圭子

帰山　真紀

佐々木江利佳 木村　弘美 武田　曜子

安田　邦子 谷　由里子 松永　直美

2 もなみーず

3 リルリルフェアリル

髙野　美紀子

藤田　祐子 瀧ヶ平　恵美子 神川　久美子

高井　美紀子 泉　美智子 水島　幾代

メ　ン　バ　ー

横岡　優美子 小竹　和子 安保　尚子

増田　典子 高橋　智春 稲見　理花

HARUKI1

ママ・ババーズ

1 オレンジペコ

2

3 ローズ　KIZUNA

1 打ち上げスープカレー部

2

3

1 ハッピーTOMO404

佐川女子

31055013

1 アルマ金D薔薇組🌹

2 フィールグット！

3 ローズミュージック

3 チーム/忘れん坊

つぶつぶエリーゼ

他力本願

2

3
岩館　茂子 菅　則子 神田　保江

三浦　由香 平井　まどか 三森　凉子

2 夏から秋への能登半島
鳥谷部　美紀 徳原　悦子 秋本　貴子

高平　真理 奥田　亜矢 篠原　陽子

3 ピーチメルバ
三上　奈緒美 松岡　恵子 工藤　やよい

保田　久美子 佐藤　めぐみ 青井　綾乃

佐々木　裕子

塚本　ちあき 江崎　紀代美 播間　友実

中村　享子 高野　明子 志方　修子

内藤　真弓 秋野　和子 菅原　千鶴子

関川　聖子　 田中　恵子 前鼻　広美

大森　奈津代 大岡　直美 山本　三千子

メ　ン　バ　ー

佐野　寿子

グリーンウッド　佳奈

菊池　奈保子

吉竹　まゆみ

吉田　絵里

石田　マキ

メ　ン　バ　ー

1 オラージュ
松村　美智子 杉本　いづみ 松本　知也

2

3

リボンちゃん

スヌーピーOH

1 ラ・ブリランテ

澤田　忍 齊藤　直美 溝口　悦子

小野寺　葉子 大川　一恵

朝から連続テニス小説
竹内　千恵子 小原　幸子 玉田　ユキ

戸松　美絵 今井　紀子 德永　桂

2 楽・楽・クラブ
末澤　知早子 北川　裕子 扇　ひなみ

鈴木　ゆかり 三上　桂子 永田　直美
2 ピンクしゃわしゃわ

真鍋　美雪 三上　真奈巳 濱村　洋子

鳥谷部　郁美 竹内　美夏 按田　明子

11 ぐりぐら　6

阿戸　みゆき 安藤　洋子 渡辺　真由美

北澤　安代 太田　裕貴子 猿田　絵里

メ　ン　バ　ー

木澤　禎子 簗瀬　直美 有吉　恭子

蒲生　典子

メ　ン　バ　ー

栗原　美香 宮下　こづえ 奈良　佳子

佐々木　清子 江田　律子

丸山　幸子 松下　早苗 武田　真里子

2 門松
中野　美紀 今田　美由紀 小出谷　玉緒

今　陽子北山　清子 深谷　ひろみ

1 ハラハラ・ドキドキ
斎藤　ひとみ 手嶋　勢津子 高橋　真代

大野　るり子 岩原　祥子 横澤　弘美

3 ドリームアズスクール

2

3

ラッキーピエロ

AKIサークルA

ハピネス

1

2 ガンバ・ローゼ！！

2

3

ハニーガンダム

クリスタルガールズR

1 ホワイトローズ

3 ティラミス
二階堂　恵美子 下川部　美奈子 泉井　章恵

亀田　美子 松本　みゆき 順田　一枝

メ　ン　バ　ー

1 チンチャ・テバ
石橋　美也子 前川　美奈子 森川　美幸

増田　享子 吉川　明里 髙橋　八月

New　ベアーズ
石﨑　直子 太田　由美子 蝦名　眞紀子

湯川　清美 蟹口　靖子 伊藤　実苗

2 波乱万丈
坪坂　陽子 小原　珠実 小松田　美和

立花　法子 三宅　喜美子 宮原　君枝

3

メ　ン　バ　ー

1 花ちゃんず
中村　由花 香川　緑恵 舟見　美恵子

石橋　亜希子 小林　直子 浅利　紀子

2 「オーマガリーゼ」
柴田　由貴子 福井　峰子 小川　三千代

伊藤　淳子 藤井　智恵子 長谷部　久美子

3 「ペパーミント」
徳田　雅恵 浅野　ひろみ 中村　亜紀子

新沼　和美 秋山　真弓 山本　佳子

メ　ン　バ　ー

1 Team　鴎外
今野　まりこ 菅野　真由美 丹羽　尚美

佐藤　緑子 尾崎　優子 草野　朋子

2 ミニオン　　6
間島　美代子 丹羽　由美子 小原　由美子

岡本　志保子 伊藤　しのぶ 太田　幸江

3 ビーグルズ
木村　静子 平塚　志津子 新津　智美

中村　美佳 山本　明美 佐々木　奈津江

メ　ン　バ　ー

1 プリティー・プリティー♥
堀川　美奈子 塩﨑　綾香 川﨑　恭子

本間　みゆき 小田　千華子 山口　美紀

2 「D」　の秘密
土井　いずみ 岡本　薫 髙橋　美智子

北　栄美 水谷　美紀 石元　久美子

3 こつぶぞろい
清野　有子 臼木　裕視子 吉川　しのぶ

松山　智津子 菅原　裕美 高倉　由枝

メ　ン　バ　ー

1 サルペンテ
上浦　珠世 成田　麻奈美 出町　美紀

中井　真奈美 伴野　由美子 松岡　磨由美

2 ピンクドラゴン
清水　美春 大屋　典子 大坪　裕美

帰山　広恵 会田　敏子 齋藤　則子

3 月曜のAKI
綱渕　真由美 山口　典子 田中　春美

千葉　孝子 及川　志津子 北名　ゆかり

メ　ン　バ　ー

1 パワフル　ガッツ！！
山本　祥子 矢野　妙子 三浦　敏子

高橋　智子 森　紀子 荒木　まゆみ

メ　ン　バ　ー

小林　静香 池内　孝子

3 レジェンド！！
池田　真弓 吉田　由紀子 菅原　桂子

谷口　雅子 東　一二三 三浦　敬子

2 『ひっしのぱっち』
工藤　ゆかり 津田　郁子 浅井　睦

加藤　久恵

第21回　JLTF北海道ローズカップ　　　　　　　＜ABオープン＞

メ　ン　バー

1 バンビーナ
工藤　美香 高橋　佐智子 谷口　加代子

日野　朋恵 玉田　かおり 大浦　明子

高橋　真美 朝倉　真裕子

3 プレシャス
大石　由紀子 江川　晴美 河本　裕子

道田　佳代 田村　都子 高橋　由紀子

エスポワール　
山﨑　ひとみ 丸次　朱美 森　弘美
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　第21回　JLTF北海道ローズカップ　　　　　　＜CDオープン＞　　　

桃野　美雪 小野寺　優子 谷本　美根子

渡場　こず恵

末永　恵

大西　まゆみ

森岡　夏美

佐々木　智代美

片岡　久子

メ　ン　バ　ー

2 スウィング８９♡

メ　ン　バ　ー

下川原　光恵 田村　貴美恵 花井　智子

湯岡　郁子 吉永　緑 前田　千晶

松村　陽子 小笠原　弘美 玉岡　二三枝

藤原　久美 宮崎　美紀 川田　ゆき

西堀　恵子 加藤　真理

南　友美 岡本　乙女

中村　亜弓 大久保　史　

大橋　やよい 久津間　久美子 井島　由梨

中村　美佐子 斉藤　みどり 酒井　朋子

松浦　育美 松田　由美子

鷹啄　典子 北川　隆子

1 Six-Spice☆

3 アマゾネス

2 VAMOS！H 3 チーム　　ニケ
横山　雅子 福島　恵 原田　瑞穂　

白井　由里子 富樫　えりな 大谷　則子

メ　ン　バ　ー

3 走　　走

1 NSP

3 TL6
村尾　恵美 中野　章子 坂井　理恵

佐藤　千絵子 澤山　依救江 藤井　江梨子

メ　ン　バ　ー

1 ソレイユ
西村　朋子 前野　歌織 伊原　真紀

大川　友里 國分　真紀 瀧ヶ平　智美

2 「ラピス」
斉藤　奈巳 上野　聡子 西尾　亜弓

高崎　理佐子 伊藤　ミドリ

1 「チャンスの女神☆」
佐々木　恵 坂本　亜希 笠井　早苗

細川　幹子 坪谷　友美 羽鳥　明代

2 「　メイプル　＋　」
田中　ひとみ 鎌田　悦子 干場　志津子

布施　和恵 浅尾　泰子 本間　由美子

6ロック

3 『姫太郎』
今野　充子 石崎　陽子 秋田谷　美絵

角谷　有里子 田中　美幸 郡司掛　純子

メ　ン　バ　ー

1 チャッチャッチャッ♪
石川　寿恵 西江　悦子 宮崎　奈穂美

中川　博美 東　ひろみ 田畑　夕可里

2 ガンバレルーヤ
佐々木　葉月 曽我部　二葉 猪股　晶子

島田　由佳 大西　富美子 野村　知恵

4 Joyful
原子　智恵子 落合　明美 八木澤　美貴

吉村　順子 竹内　一恵 中尾　ゆう子

1ブロック

高見沢　裕子 清田　亜美 万平　恵美

三浦　みどり 池田　仁美 福井　享子

甲斐　美幸 柴田　浩子　　　　　斉藤　春子

中村　愛 数井　広美

2 ローズゲットガールズ
杉林　文子 清水　寿美子 松林　こずえ

3 Win－Win

郷久　由宇

嶌　邦子 千葉　希代子 堀田　恵美子
4 アニバーサリー

メ　ン　バ　ー

1 美華努
清水　一美 南保　英子 大島　いづみ

松久　紀美代 谷村　久佳 中川　靖子
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