
１２月３日（日）

１、 当日雨天の場合は、試合の有無を『AM　８：００』に決定いたします。
各自連絡をし確認して下さい。※試合開始予定時刻９：００

２、 指定された受付時間迄に本部で受付を済ませて下さい。
※当日棄権の場合は、事前に本部への連絡をお願いします。

３、 試合進行はオーダーオブプレイにより行います。オフィシャルボードを確認して下さい。

４、 全試合、ノーアドバンテージ方式の１セットマッチ（６－６、タイブレーク）で行います。

５、 全試合セルフジャッジにて行います。

６、 予選リーグが３名（組）の場合は、１試合目（上段対中段）→２試合目（１試合目敗者対下段）
→３試合目（１試合目勝者対下段）の順番で行います。※１試合目の敗者は、コートに残って
続けて試合を行って下さい。

７、 試合前のウォーミングアップは、サービス４本で直ちに試合を始めて下さい。

８、 テニスウェアー、テニスシューズを着用して下さい。

９、 昼食等で会場を離れるときは、必ず本部に届けて下さい。

１０、 禁止事項に違反し、警告に従わない場合は、当該プレイヤーを失格とすることも
あります。

１１、 手荷物・貴重品の管理は、各自で行って下さい。

１２、 コート周辺の路上は、駐車禁止となっております。路上駐車はお辞め下さい。
尚、コート周辺の路上や駐車場でのウォーミングアップ（ボレーボレー等）も
付近住民の迷惑となりますのでご遠慮下さい。

１３、 大会期間中は駐車場が大変混雑すると思われますので、公共交通機関 （ 鹿児島本線
折尾駅、乗り換え、筑豊本線本城駅下車徒歩５分 ） のご利用、もしくは出来る限りの
相乗り乗車でのご来場をお願いします。尚、満車の際は、産業医科大学病院駐車場
（５ｈ＝２００円、５ｈ以降は１時間ごとに１００円。徒歩５分）をご利用下さい。

※ 大会本部、及びプレイヤーズラウンジはクラブハウス２Ｆに設けています。

TEL ０９３－６０２－２６００

大　会　日　程
（仮ドロー）

２０１７　北九州ウエストサイドトーナメント

種目＆日程

男
子

ダブルス

ダブルス

シングルス 予選・本戦１R

シングルス 予選・本戦１RB
級

C
D
級 ━

１１月２５日（土） １１月２６日（日）

連絡先

大　会　注　意　事　項

女
子

B
級

C
D
級

ダブルス

ダブルス 予選～決勝

北九州ウエストサイドテニスクラブ

シングルス 決勝リーグ

シングルス

予備日

本戦

予選～決勝━

━

━

本戦

予選～決勝

決勝リーグ

━

本戦予選・本戦１R



14 池田 恭将 中間高校

Ｅ 氏 名 所　属 鬼塚 池田 南 勝敗 勝率

15 南 晴空 ＴＥＡＭ－Ｉ

13 鬼塚 健 北九州ウエスト

12 三川 正一 岡垣クラブ

１１月２５日（土） １２：００迄

10 吉田 和成 チームヲタ
11 西 優翔 北九州ウエスト

Ｄ 氏 名 所　属 吉田 西

9 森田 正文 新日鐡住金八幡

8 真田 海斗 北九州ウエスト

7 福永 聡 フリー
Ｃ 氏 名 所　属 福永 真田 森田 勝敗 勝率

6 小山 絵世 ＴＥＡＭ－Ｉ

１１月２５日（土） １０：３０迄

4 前田 茂行 北九州ウエスト

5 迎 伸太朗 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC

Ｂ 氏 名 所　属 前田 迎 小山 勝敗 勝率

3 野﨑 透真 北九州ウエスト

2 三川 昂暁 岡垣クラブ

B級男子シングルスの部

Ａ 氏 名 所　属 中尾 三川
1 中尾 和樹 ＴＴｍＴ

１１月２５日（土） １０：３０迄

三川 勝敗 勝率 順位

１１月２５日（土） １２：００迄

順位

野﨑 勝敗 勝率 順位

１１月２５日（土） １０：３０迄
順位

順位

B級男子ダブルスの部
１１月２６日（日） １０：３０迄

A 氏 名 所　属 前田 鬼塚 南 小山 松下 中尾 勝敗 勝率 順位

1
前田 茂行 北九州ウエスト

鬼塚 健 北九州ウエスト

2
南 晴空 ＴＥＡＭ－Ｉ

小山 絵世 ＴＥＡＭ－Ｉ

3
松下 啓 安川電機八幡

中尾 和樹 安川電機八幡

１１月２６日（日） １０：３０迄

B 氏 名 所　属 倉前 吉田 三川 三川 福永 迎 勝敗 勝率 順位

4
倉前 勝仁 舞ヶ丘TC
吉田 和成 チームヲタ

5
三川 正一 岡垣クラブ
三川 昂暁 岡垣クラブ

6
福永 聡 フリー
迎 伸太朗 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC



勝率 順位

3 井上 成龍 北九州ウエスト

上田

4 江里 龍樹 フリー

江里

2 上田 幸太 テニスＤＩＶＯ
長野 功史 戸畑エース1

CD級男子シングルスの部
１１月２５日（土） １２：３０迄

氏 名 所　属 長野 井上 勝敗Ａ

7 松本 雅裕 ハンコック

１１月２５日（土） １１：００迄

氏 名 所　属 大村 久保 松本 勝敗 勝率 順位

5
Ｂ

6 久保 良治 フリー
大村 倫太郎 若松高校

１１：００迄

氏 名 所　属 吉武 佐藤 木村 勝敗 勝率 順位

１１月２５日（土）

松岡 博文 フリー

１１月２５日（土） １２：００迄

平木 講儒 戸畑エース

戸田 哲也 北九州ウエスト

穴井 賢二 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

１１月２５日（土） １２：３０迄

鐘 廣喜
Ｅ

13

氏 名 所　属 蓑田 小川 前田 勝敗

氏 名 所　属 鐘 穴井 大森 勝敗 勝率 順位

19
18
17
Ｆ

16
15
14

小川 誠治

フリー

大森 悠矢 若松高校

相川
蓑田 剛丈

12
11
Ｄ

10
9
8
Ｃ

氏 名 所　属 平木 松岡 戸田 勝敗 勝率 順位

直翔 ＴＴｍＴ

１１月２５日（土） １２：００迄

佐藤 晴翔 北九州ウエスト

木村

吉武 聡 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

20 相川 清志 Ｔ同好会

勝率 順位

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

前田 勇吾 フリー

北九州ウエスト



勝敗 勝率 順位

Ｃ 氏 名 所　属

8

7

6

氏 名 所　属
決勝リーグ

成定 正則 坂村TA
坂村TA森脇 正純

10

9
川野

９：００迄

１１月２６日（日） ９：００迄

勝率 順位

順位森脇

１１月２６日（日） ９：００迄

勝敗 勝率川野 松本

英郎 北九州ウエスト

戸畑エース

松本 尚也 北九州ウエスト

長野 平木 成定

佐々木 克則 フリー

長野 功史 戸畑エース
平木 講儒

小川 誠治 北九州ウエスト

蓑田 剛丈 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

岸本 健司 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

佐々木氏 名 所　属 野村 峯 岸本 蓑田 小川 勝敗 勝率 順位

5
野村 義男 ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC
峯 恵三 ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞTC

Ｂ
１１月２６日（日）

松本 雅裕 ハンコック
3

岩切 洋彦 ハンコック

4
佐藤 晴翔 北九州ウエスト

大塚 海輝 八幡中央高校

2
上野 哲平 ＴＴｍＴ
坂尾 亮平 ＴＴｍＴ

北九州ウエスト

CD級男子ダブルスの部

A 氏 名 所　属 松崎 手嶋 上野 坂尾 岩切 松本 佐藤 大塚 勝敗

1
松崎 誠 北九州ウエスト

手嶋 秀和



4 白木原 綺歩 Ｊ＆Ｊ
5 小川 千恵美 北九州ウエスト

勝敗 勝率 順位

B級女子シングルスの部

1 松本 真美 Ｊ＆Ｊ

１１月２５日（土） １２：３０迄

氏 名 所　属 松本 大澤 古閑 白木原 小川
決勝リーグ

3 古閑 由梨奈 北九州ウエスト

2 大澤 幸子 北九州ウエスト

CD級女子シングルスの部
１１月２５日（土） ９：００迄

Ａ 氏 名 所　属 森 三宅 上野 勝敗 勝率 順位

2 三宅 菜桜 テニスＤＩＶＯ
1 森 恵美 フロムＡ

１１月２５日（土） ９：００迄

Ｂ 氏 名 所　属 木川 阿部 黒木 勝敗 勝率 順位

3 上野 久美子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

4 木川 久美子 舞ヶ丘TC

6 黒木 純子 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

5 阿部 真紀 ＴＵＮＣ

１１月２５日（土） ９：００迄

Ｃ 氏 名 所　属 小林 緒方 清水 勝敗 勝率 順位

8 緒方 アキ 坂村TA
7 小林 さつき ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

１１月２５日（土） ９：００迄

9 清水 美穂 北九州ウエスト

10 丸田 千佳子 テニスＤＩＶＯ
竹内 八郷 勝敗 勝率 順位Ｄ 氏 名 所　属 丸田

12 八郷 まどか ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

11 竹内 かおり 舞ヶ丘TC

１１月２５日（土） ９：００迄

Ｅ 氏 名 所　属 白石 冨永 竹山 勝敗 勝率 順位

14 冨永 真由美 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

13 白石 淑美 安川電機八幡

１１月２５日（土） ９：００迄

15 竹山 裕子 坂村TA

16 首藤 弘美 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

河野 舌間 勝敗 勝率 順位Ｆ 氏 名 所　属 首藤

18 舌間 聡子 舞ヶ丘TC
17 河野 さくら 若松高校

１１月２５日（土） ９：００迄

G 氏 名 所　属 高尾 佐藤 礒部 勝敗 勝率 順位

20 佐藤 幸子 北九州ウエスト

19 高尾 美穂 坂村TA

21 礒部 寛子 フリー



勝率 順位

4
松本 真美 Ｊ＆Ｊ

白木原 綺歩 Ｊ＆Ｊ

勝敗

1
因幡 亮子 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC

B級女子ダブルスの部
１１月２６日（日） １２：００迄

氏 名 所　属 因幡 中田 井上 須崎 古閑 古閑 松本 白木原

2
井上 千嘉 安川電機八幡

須崎 菜奈子 安川電機八幡

中田 その子 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC

3
古閑 和美 北九州ウエスト

古閑 由梨奈 北九州ウエスト

CD級女子ダブルスの部
１１月２６日（日） ９：００迄

A 氏 名 所　属 姫島 高尾 吉田 江上 松本 江島 勝敗 勝率 順位

1
姫島 美栄 門司ＬＴＣ
高尾 美穂 坂村TA

2
吉田 由美 舞ヶ丘TC
江上 由美 田川ＴＣ

3
松本 妙子 北九州ウエスト

江島 なぎさ ＴＳ．ＴＲＹ

１１月２６日（日） ９：００迄

B 氏 名 所　属 中澤 原田 冨永 佐藤 小林 八郷 勝敗 勝率 順位

4
中澤 久美子 ビバＴＣ
原田 秀子 ＴＳ．ＴＲＹ

5
冨永 絵里香 北九州ウエスト

佐藤 幸子 北九州ウエスト

6
小林 さつき ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

八郷 まどか ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS

１１月２６日（日） ９：００迄

C 氏 名 所　属 安岡 白石 大平 山﨑 松岡 平山 勝敗 勝率 順位

7
安岡 加寿恵 安川電機八幡

白石 淑美 安川電機八幡

8
大平 理英子 フリー
山﨑 由紀 ＴＳ．ＴＲＹ

9
松岡 まゆみ 北九州ウエスト

平山 景子 北九州ウエスト

決勝リーグ
氏 名 所　属 勝敗 勝率 順位


