
princeレディーステニストーナメント2019開催⽀部⼀覧

⼤会概要および⽀部⼤会優勝・準優勝者
⽀部 開催⽇ 会場 参加組数 参加⼈数 種⽬ 優勝（所属） 準優勝（所属）

⻘森 7⽉26⽇（⽔） 新⻘森県総合運動公園 42 84

Ａ級 ⿅島 育⼦ ・古家 千鶴⼦ （ ⼗和⽥TC ・むつTA ） 新川 以智⼦・久慈 智⼦（ 弘前TC ・グレイス ）

Ｂ級 ⼤友 美⾹⼦・⼩笠原 淳⼦ （Ｆｉｎｅ） ⼀⼾ くみ⼦・鈴⽊ 和歌⼦（むつTAキャロット）

ＣＤ級 清藤 美幸 ・雪⽥ 美智代 （ チームアニモ ） 和⽥ ⾹⼦・⼯藤 美穂 （ グレイス ）

福島 4⽉18⽇（⽇） いわき平テニスコート 27 54
Ａクラス ⼤塚 由弥⼦・有我 直⼦（あさかファミール） 林 禎⼦・佐藤 美奈⼦（ｅｎｊｏｙ・ガットTC)

Ｂクラス 鈴⽊ 典⼦・滝⽥ 誠⼦（さわやか） ⼩林 梨恵・野⽥ 由紀⼦(SUN)

群⾺
6⽉20⽇（⽊）
・21⽇（⾦）

ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツ
センターテニスコート

78 156
オープン ⽯川 理絵・岩⽥ 礼⼦ （S・S・ヴィーナス） 野⼝ 克江・松本 絵美（Ｓ・Ｓ）

ステップアップ 栗原 美由紀・藤井 亮⼦（ASUKA） 霜垣 雪⼦・⾼橋 雪⼦（⽉夜野ＴＣ）

埼⽟

7⽉10⽇（⽔） 智光⼭公園テニスコート 32 64 Ｃ級・Ｄ級・わかば 中本 春美・⾦⼦ 美⼦(ブリヂストン・双実） 丸⼭ 理恵・仲村 テレーザ（⾦⼦・セピア）

7⽉11⽇（⽊） そうか公園テニスコート 32 64 Ｃ級・Ｄ級・わかば 中村 尋⼦・川渕 奈穂（春⽇部硬式） 北原 佳⼦・宮岡 祐⼦ ( ロ ー ズ ヒ ッ プ ・ Ｎ Ａ Ｓ ス ト ー ム )

7⽉12⽇（⾦） 岩⿐運動公園テニスコート 30 60 Ｃ級・Ｄ級・わかば 中村 ⿇⾥・中⼭ 玲⼦(ブルーローズ) 岡野 光⼦・ 瀬⼭ 尚⼦（スターベスト・千年⾕）

7⽉18⽇（⽊） テニスハレ⼤宮テニスクラブ 32 64 Ｄ級・わかば 薄葉 嘉予⼦ ・ ⼩松 道⼦(ブルーローズ・ソルシエール） 名越 万利⼦・ 森 知⾥（ガウディ・ミラクル･Ｐ）

東京 9⽉4⽇（⽔） 東宝調布スポーツパーク 24 48 初⼼者・Ｄ 級 ⻘⽊ ・⼭崎（パパス・平⼭台） 宮本・ 藤井 (プラネット・ひまわり）

⻑野 7⽉17⽇（⽉） 南⻑野運動公園テニスコート 40 80 ⼀般 吉塚 晶⼦・上村 和美（エーデル＆バックハンド・えびのこ） 佐藤 英⾥⾹・ 宮崎 栄⼦ ( 杏・ ｍ＆ｍ )

新潟 6⽉3⽇（⽉） 新潟市庭球場 45 90
Ａクラス 中村亜紀・ ⼭崎祐⼦（ファミリーＩＴＣ・⽔原ＴＣ） ⼤沼 ⼣⽇・末⽵ あゆみ（ＷＥＳＴ・⻑岡蒼紫ＳＣＴＡ）

Ｂクラス 皆川 鶴代・⼩野 康⼦（Ｔ&Ｓ新発⽥ＩＴＳ・中条レディース） 出構 朱乃・浅川 芳美(チーム和・輪・話）

富⼭ 6⽉26⽇（⽔） 岩瀬スポーツ公園 35 70

⼀般オープン 鈴⽊ 千⾹⼦・蓬沢 絵⾥ （グリーンテニス・ センティア ） 島 喜代美・⼭崎 英吏⼦（センティア・Ｊ★フレンズ）

パール ⾶弾野 朋⼦・⼭⽊ 葉⼦（JSS富⼭・⼤林T.S ） 岩⽥ 佳代⼦・中嶋 洋⼦（FFボニータ・ m.club）

⼀般ビギナー ⾼澤 祐⾒⼦・⾺場 静代（フェニックス・⿂津市ＴA） 辻本 裕⼦・⼤巻 亜佐⼦（⾼岡RTC）

⽯川 6⽉24⽇（⽉） ⾦沢市営城北市⺠テニスコート 32 64

⼀般 澤 良⼦・ 伊 勢 早苗 （ＰＫ ・ａｃｅ）  杉村 昭⼦・吉⽥ 恵⾥ （Tフリーク・Tフリーク ）

ダイヤモンド 冨⽥ 紀⼦ ・ ⾦⼦ 恵美⼦ （ AD.C ・ AD.C ） 舘 恭⼦･宮森 啓⼦（マイン･マイン）

ルビー 有川 洋⼦・和⽥ 美樹 （⼩松クラブ・千代野TC） 新⽥ 智恵美・⼤⾕ 淳⼦ （マイン・オアシス ）

福井 4⽉9⽇（⽕） 越前市武⽣中央公園庭球場 30 60 ⼥⼦ダブルス 本多 薫・中島 亮⼦（ＬＥＴ・マザーグース） ⾚⽊ 悠起⼦・寺地 和枝（Ｊ．ウィンＴ．Ｃ・気⽐クラブ）

静岡 5⽉31⽇（⾦） 愛鷹運動公園テニスコート 51 102
オープン 中野 智⼦・伊藤 典⼦（あおやま庭球塾） 松本 睦美・沼尻 容⼦（Ｒ＆Ｂ・東伊⾖）

５５歳以上 池⾕ 瑞枝・篠ケ瀬 佳代⼦（マインドサン） 岡⽥ 富江・⼘部総⼦（アクトスポーツ）

岐⾩ 7⽉1⽇（⽉） 各務原スポーツ広場 32 64 ⼥⼦ダブルス 森 有光⼦・和⽥ 葉⼦（レイク・ゼラス） ⼩路 さおり・⽬⿊ かおり（ＷｉM岐⾩・ＴＥＡＭ ＭＡＴＳＵＯ）

三重 4⽉17⽇（⽔） 三重交通Ｇスポーツ杜 鈴⿅ 42 84
⼀般 重丸 賀⼦ 裏川 理恵（ビクトリー・ウオールナッツ） 中川 由⾹ 浦川 知津（Ｌｅｔʼｓ）

ＯＶ５０ 広本 容⼦ ⻄村 愉紀⼦（Ｌｅｔʼｓ） 佐藤 知⾹・阿部 洋⼦（三重ＧＴＣ・ＴＴＣ）

奈良 4⽉23⽇（⽕）
県営まほろば健康パーク       

テニスコート              
85 170

Ａクラス 岡本・⾕本（ＴＧＫ） 硯・菊地（プログレス・⾹芝イン）

Ｂクラス 松塚・菱⽥（コスパあ・⽣駒レ） ⻄川・⼤垣（⾹芝イン・ＨＢＴ）

５０歳以上 池⽥・細⽥（AN・TN21） 望⽉・東川（ＭＴＰ学・ダイヤ）

兵庫
7⽉4⽇（⽊）・

5⽇（⾦）
吉川総合公園 83 166

Ｓ１ 松⼭ みか・⼤森 悦⼦（阪急仁川TS・本⼭スポーツ） ⽊村 真⼸・笹尾 陽⼦ （松⽥テニス塾)

Ｓ２ 伊東 育⼦・⼩島 智美（星和⾼原TC・TASU-Club） 柴⽥ 悦⼦・油納 直⼦（⾹枦園）

Ｓ３ 野村 よし⼦・ 重坂 栄⾥⼦（宝塚パブリックローンTC・松⽥テニス塾） 上村 留美⼦・ 福嶌 由美⼦（ロベリア・TCスカイコート）

Ｓ４・Ｓ５ 三⽊ ⼀恵・鈴⽊ ⽣（トップラン） 畑村 孝⼦・齋藤 ⿇⾐⼦（SOS）

岡⼭ 5⽉29⽇（⽔） 岡⼭市浦安テニスコート 48 96

１００歳まで 千葉 艶美・中⼭ 弥⽣（ひまわり・ＭＩＣ） 那須 好・神庭 利起⼦（ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ・フリー）

１０１歳〜１２０歳 ⽇下 靖⼦・室崎 勢津⼦（ガーデングリーン） ⽚伊勢 恭⼦・真⽥ 満代（フリー・ひまわり）

１２１歳〜１４０歳 藤井 千⿃・安井 友⼦（岡⼭ローン・ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ） 三村 智⼦・⽥中 いづみ（ガーデングリーン・ｚｅｒｏ１）

１４１歳以上 ⼀坪 志満⼦・⼩⽥ 啓⼦（ガーデングリーン・⾜守ＴＣ） ⽯⾒ ⼋千代・沼本 千江⼦（千成ローン）

⿃取 7⽉25⽇（⽊） どらドラパーク⽶⼦庭球場 12 52
団体戦：Ａクラス YMTA（⻘⽊⼩百合・⽶澤有⾹・森岡真由美・⽵内光恵） ３ねん６くみ（濱⽥久美・⼩⼭祐⼦・⼭根賀⼦・飯⽥真規）

団体戦：Ｂクラス フォーリーブス（神⼭幸⼦・鈴⽊百合⼦・永尾美奈⼦・北野晴⼦） マカロン（真野和美・稲⽉⾹織・上⽥妙⼦・上⽥広⼦）

島根 5⽉20⽇（⽉） 松江総合運動公園 12 60 団体戦 さくら（有⽥瑞恵・⽷原弘美・原由美⼦・柿⽥智嘉） ３ねん５くみ（飯⽥真規・⼩⼭祐⼦・中島雅代・⼭根賀⼦）

⼭⼝ 6⽉13⽇（⽊）
宇部マテ”フレッセラ”     

テニスコート
21 84 団体戦 ミニオンズ（⽯井美佐⼦・横⽥直⼦・⽇野村伸⼦・藤井⾹織） カシスオレンジ（佐々⽊由美・⼤久保紀⼦・緒⽅暁⼦・倉光志津⼦）

徳島 5⽉29⽇（⽔）
⼤神⼦病院しあわせの⾥       

テニスセンター
48 96

オープン 藤原・三好（Classy・ハッピー） 川淵（亜）・中野（Classy・ガーデン）

ＣＤ 平島（⾥）・平島（綾）（フリーズ） 藤⽥・下村（スエヒロ・C.Pain）

⾼知 5⽉24⽇（⾦）
⾼知県⽴春野総合運動公園     

テニスコート
30 120 団体戦 チョ令和！！ 暴れん坊

佐賀 6⽉12⽇（⽔） 佐賀県⽴森林公園テニスコート 24 48 ⼥⼦ダブルス ⼤澤 佳余⼦・許斐 智美（吉野ヶ⾥クラブ・ フリー ） ⽯橋あや・菊地千恵⼦（⼤和撫⼦・ インフィニティ）

⻑崎 5⽉16⽇（⽊）
⻑崎県⽴総合運動公園    

テニスコート
27 54

⼀般 本⽥ 裕美・松⼭ 奈央（サンリッチ） 渡邊 信⼦・⼭本 英⾥佳（ＦＡＴＳ・ＣＨＯＣＯＶＩＣ）

５５歳以上 隨⽊ 睦美・⾼⽥ 法⼦（グリーンＴ・島原クラブ） 永⽥ 章⼦・⽊下 みゆき（諫早スマッシュ）

６５歳以上 井上 美寿⼦・原⽥ 京⼦（つつじが丘・⼩江原ＮＴ） ⼋⽊ みどり・⽚渕 松美（三菱重⼯・ウィンディーズ）

⼤分 4⽉24⽇（⽔）
豊後企画⼤分駄原      

テニスコート
31 62

ＡＢ級 ⼤園 美穂⼦・藤井 千恵（⽇出ローンテニスクラブ） 福岡 久美・薬師寺 美恵（Ｌｉｎｋ ｕｐ・キャマラード）

Ｃクラス 髙畑 由美⼦・倉迫 未美（ＮＴＣクラブ） 雄⼭ 加代⼦・村⾕ 明美（ファインＴ.Ｃ・カモミール）

宮崎 4⽉17⽇（⽔） クラブハウス イワキリ 27 54
⼀般 ⻘⽊ 尚⼦ ・湯地 真⾥（C.フォレスト・ アニキの会 ⽥原 智恵⼦・松⼭ 明美（ TMG・Ｄias Dea）

５５歳以上 三隅 由美・井上 伊久美 （C.フォレスト・ アニキの会） 垂⽔ 知代⼦・⼩畑 昭⼦（ ＨＩＲＯ．Ｌ ）

⿅児島
6⽉6⽇（⽊）・

7⽇（⾦）
⿅児島県⽴鴨池庭球場 40 80

⼀般 永村 貴代・瀬⼾⼝ 理恵（Teamくろまめ） 沖園 望・中村 美保⼦（枕崎⼥⼦・⿅屋ＫＫ）

C初⼼者クラス 徳重 ⼋重⼦・⼩野 草江（Kファイブ・個⼈） 上岡 ⼩百合・川村 ちえみ（アドニス）

26⽀部/29会場 計 1,092 2,350


