
 

 
 

五県一府 

シニア親睦テニス大会 

（千葉・石川・長野・三重・奈良・京都） 
 

 

 

 

 

 

 

主    催     日本女子テニス連盟 

            千葉県・石川県・長野県・三重県・奈良県・京都府 各支部 

主    管     日本女子テニス連盟 京都府支部 

後    援     京都府立山城総合運動公園 

            (株）ダンロップスポーツマーケティング 

協    力     京都東急ホテル 

            ヨネックス（株） 

テニスハウス 

クリオ販売 

アムスコーポレーション 

Lija リージャ 

日    程     2022年 11月 21日（月）～22日（火） 

会    場     京都府立山城総合運動公園 16面（オムニコート） 



【１日目】 　　　11月21日（月）

《タイムスケジュール》

12:30 受付 ＊ 各支部に名札配布

12:35 開会式 ＊開会の挨拶 ・京都府支部長 水野加余子

・公益財団法人　京都府公園公社

理事長　 山本誠三様

＊各支部長ご紹介

＊試合説明　

13:00 テニス試合開始

↓

16:00 テニス終了 ＊各県バス・車移動

16:30 花やしき到着

18:15 宴会場　集合

18:30 懇親会　開宴 ＊開会の挨拶 京都府支部長 水野加余子

＊来賓のご挨拶 山城広域振興局局長 稲垣勝彦様

＊各県のご挨拶 石川県支部長 宮本典子様

長野県支部長 奥原穂奈美様

三重県支部長 河本美代子様

奈良県支部長 杉江多鶴子様

＊来賓の大内義彦様ご紹介

＊表彰式

＊ご挨拶と乾杯のご発声

　　 千葉県支部長 石黒友希様

18:45 ＊お食事と歓談

19:30 ＊各支部の出し物 ①石川県　　　　②三重県　　　　③長野県　　　　　　

④京都府・奈良県

20:15 ＊お楽しみ抽選会

　・ダンロップスポーツマーケティング　・京都東急ホテル

　・ヨネックス　・テニスハウス ・クリオ販売 ・アムスコーポレーション

　・Lija　リージャ

20:30 ＊閉会の挨拶

【２日目】 　　　11月22日（火）

《タイムスケジュール》

7:00 朝食

8:15 花やしき出発　 ＊各県バス・車移動

9:00 テニス試合開始

↓

12:00 閉会式 ＊表彰式 京都府支部長 水野加余子

＊閉会のご挨拶 千葉県支部長 石黒友希様

12:30 お土産用茶団子の受取り

平等院観光（希望者のみ）

2022　五県一府シニア親睦テニス大会　スケジュール



2022 五県一府シニア親睦テニス大会 《1日目》 2022.11.21

コート番号

1.2.3.4 長野A 石川 長野A 千葉 長野A 三重B

5.6.7.8 千葉 三重B 石川 三重B 石川 千葉

9.10.11.12 長野B 三重A 長野B 京都 長野B 奈良

13.14.15.16 京都 奈良 三重A 奈良 三重A 京都

【メンバー表】 長野A 石川 千葉 三重B(京都)

★リーダー① ★奥原　穂奈美 ★宮本　典子 ★石黒　友希 ★河本　美代子

【試合方法】 ② 伊藤　三枝子 伊勢　早苗 粟津　真理子 伊藤　みよ子

③ 望月　あやこ 佐野　典子 久保　淳子 勝本　順子

【試合前の練習】 ④ 林　文子 柴田　ひろみ 白川　真美 島田　茂美

⑤ 池上　美鈴 山本　美恵子 奥田　マリ子 植田　和代

【試合球】 ⑥ 堀田　たか子 高木　優子 吉田　明美 城戸　利子

⑦ 滝沢　正枝 山本　藤乃 萱野　佐津喜 森下　久美子

各コート番号のボールを使用 ⑧ 村沢　惠美 石井　雅美 川西　淑子 高坂　順子

⑨ 杉森　真砂 喜多　加津代 田村　幸枝 金谷　早苗

1チーム11～13名 ⑩ 繁村　千佳子 奥野　好美 高橋　芳子 津村　優子

各対戦ごとに6試合行う ⑪ 梨子下　京子 早川　香世子 小松　嘉津子 負野　裕子

⑫ 佐郷谷　智美

⑬ 佐治　弥生

長野B 三重A 京都 奈良(京都)

★リーダー① ★上村　和美 ★山田　ゆり ★佐野　千夏 ★伊阪　久代

② 廣瀬　晃子 竹内　恭子 永井　聖子 松尾　幸子

＊各チーム、試合結果用紙に ③ 竹下　淑子 林　美貴子 伊藤　千郡 中村　啓子

　オーダー、結果を記入し、各コ ④ 吉田　さよみ 加藤　ゆり 田里　千佳子 内村　郁美

　ート担当の役員に届けて下さい ⑤ 桃井　やよい 片桐　隆子 山上　真見 岡　千鶴

1.2.3.4 →木村 ⑥ 仁科　久美子 鈴木　静代 西村　八州子 藤井　節子

5.6.7.8 →井上 ⑦ 澤本　咲幸 中林　早由里 大山　莉捺 今村　純子

9.10.11.12 →岩村 ⑧ 伊藤　良子 伊藤　知子 三尾　郊美 堀　みさ子

13.14.15.16 →高田 ⑨ 太田　三千代 赤股　裕子 谷口　英理子 原田　敦子

⑩ 降幡　真美 江角　恵美子 堤　千秋 岡本　明美

⑪ 西澤　ゆか 羽星　津多子 露木　眞由美 谷　美智子

(4面使用）

第1対戦 第2対戦 第3対戦

25分間タイムマッチ

初戦のみ3分、以降 サービス4本

ダンロップフォート



《2日目》 2022.11.22

コート番号 第1対戦 第2対戦 第3対戦 第4対戦

1.2.3.4 A-B A-C B-C B-F

5.6.7.8 C-D B-D F-G C-G

9.10.11.12 E-F E-G E-H D-H

13.14.15.16 G-H F-H A-D A-E

【メンバー表】 ★リーダー A B C D

長野県 ① 伊藤　良子 竹下　淑子 伊藤　三枝子 仁科　久美子

石川県 ② 吉田　さよみ 池上　美鈴 上村　和美 西澤　ゆか

三重県 ③ 村沢　恵美 堀田　たか子 杉森　真砂 澤本　咲幸

千葉県 ④ ★山田　ゆり ★伊勢　早苗 石井　雅美 柴田　ひろみ

奈良県 ⑤ 植田　和代 山本　藤乃 早川　香世子 奥野　好美

京都府 ⑥ 片桐　隆子 喜多　加津代 伊藤　みよ子 江角　恵美子

⑦ 小松　嘉津子 鈴木　静代 勝本　順子 伊藤　知子

⑧ 奥田　マリ子 羽星　津多子 ★石黒　友希 ★伊阪　久代

⑨ 高坂　順子 三尾　郊美 粟津　真理子 中村　啓子

1チーム9～10名 ⑩ 田里　千佳子 負野　裕子 佐郷谷　智美 藤井　節子

各対戦ごとに4試合行う E F G H

(4面使用) ① ★奥原　穂奈美 桃井　やよい 梨子下　京子 太田　三千代

② 林　文子 降幡　真美 廣瀬　晃子 滝沢　正枝

＊各チーム、試合結果用紙に ③ 望月　あやこ 繁村　千佳子 高木　優子 ★宮本　典子

　オーダー、結果を記入し、各コ ④ 林　美喜子 竹内　恭子 佐野　典子 山本　美恵子

　ート担当の役員に届けて下さい ⑤ 島田　茂美 城戸　利子 ★河本　美代子 加藤　ゆり

1.2.3.4 →野中 ⑥ 吉田　明美 川西　淑子 中林　早由里 赤股　裕子

5.6.7.8 →井上 ⑦ 萱野　佐津喜 佐治　弥生 森下　久美子 金谷　早苗

9.10.11.12 →四方 ⑧ 松尾　幸子 ★谷　美智子 今村　純子 山上　真見

13.14.15.16 →井川 ⑨ 内村　郁美 永井　聖子 堀　みさ子 岡本　明美

⑩ 原田　敦子 津村　優子 岡　千鶴

　　　　　2022 五県一府シニア親睦テニス大会
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【千葉県支部】 13名 2階

207号　 208号　 209号　 210号　 211号　

粟津 真理子 奥田 マリ子 高橋　芳子 佐郷谷 智美 石黒 友希

久保 淳子 白川　真美 吉田　明美 佐治 弥生 小松 嘉津子

川西 淑子 田村　幸枝 萱野 佐津喜

【三重県支部】 19名 2階

202号　 20４号　 212号　 213号　 214号　 215号　 216号　

河本 美代子 山田　ゆり 片桐　隆子 湯浅　幸 勝本　順子 城戸 利子 島田　茂美

植田　和代 鈴木 静代 加藤　ゆり 林　美貴子 伊藤　みよ子 森下 久美子 羽星　津多子

中林　早由里 伊藤　知子 竹内　恭子 江角　恵美子 赤股 裕子

【奈良県支部】 10名 2階・3階

310号　 205号 206号　

杉江 多鶴子 内村 郁美 伊阪　久代

垣谷 晴子 松尾 幸子 岡 千鶴

末光 みつ子 中村 啓子 藤井 節子

今村 純子

【長野県支部】 22名 3階

301号　 302号 303号 304号　 305号 306号 308号

堀田　たか子 林　文子 望月　あやこ 梨子下　京子 吉田　さよみ 池上　美鈴 奥原　穂奈美

澤本　咲幸 伊藤　三枝子 伊藤　良子 西澤　ゆか 桃井　やよい 降幡　真美 太田　三千代

杉森　真砂 仁科　久美子 滝沢　正枝 上村　和美 竹下　淑子 村沢　恵美 繁村　千佳子

廣瀬　晃子

【石川県支部】 11人 3階

307号 312号　 313号　 314号　

宮本　典子 早川　香世子 伊勢　早苗 佐野　典子

山本　藤乃 喜多 加津代 高木　優子 山本 美恵子

石井　雅美 奥野　好美 柴田　ひろみ

【京都府支部】 6人　2階・3階

311号　 203号　 ※

三尾　郊美 水野 加余子 チェックアウト時には、必ず返却お願いします

永井　聖子 石川 由紀美

負野　裕子 ※ 各自、お部屋番号をご確認ください

高坂　順子

花やしき浮舟園　宿泊お部屋割り

カードキーは試合終了後、支部長にお渡しします





2022 五県一府宴会　テーブル配置図

床 舞

の 台

間

来賓

【宴会人数】 長野県22 三重県19 千葉県13 石川県11 奈良県12 京都府(役員含む)16+3 合計　96名

【朝食人数】 長野県22 三重県19 千葉県13 石川県11 奈良県10 京都府(役員含む)6 合計　81名

京都3

京都3京都3

京都3京都3

三重3

石川2

長野3長野3長野3

奈良4奈良4奈良3 

石川4石川4 支部長6+来賓2=8

三重4三重4三重4 三重3

千葉4 千葉4 千葉4

長野4長野4長野4






