
日 時 ２０１７年６月２４日（土）

会 場 大分スポーツ公園だいぎんテニスコート

主 催 日本女子テニス連盟大分県支部

協 賛 大分ケーブルテレコム株式会社

特 別 協 賛 富士甚醤油株式会社

協 力 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

東亜ストリング株式会社

大 会 委 員 長 安部　康子

デ ィ レ ク タ ー 髙﨑　亜希

支 部 役 員 内田 陽子　佐藤 文子　二宮美智子　後藤 啓美　南淵 恵美　 曽我由起子

レ フ ェ リ ー 栗原　真奈美

使 用 球 ダンロップフォートイエロー

１．練習コートはありません。

２．キャプテン会議を　８：３０～運営棟で行います。

　　各チームのキャプテンは受付を兼ねますので必ず時間厳守で出席してください。

３．試合前のオーダー交換時に、オーダーに記入されている選手は必ず全員並んで下さい。

　　揃っていないペアは敗者となります。

４．全試合、６ゲーム先取・ノーアドバンテージ方式で行います。

　　１Ｒ～決勝まで、勝敗決定後の打ち切りはありません。

　　但し、天候その他の事情により変更することがあります。

５．試合前の練習はサービス４本とします。

６．時間に余裕があればコンソレーションを行います。

７．服装は自由です。

８．違反・不正があると本部が判断した場合は、チームが失格になりますのでご注意ください。

９．試合中はチーム内選手１名のみベンチに入り、エンドチェンジの時に限りアドバイスができます。

10．ごみは各自で持ち帰ってください。

11．これによって得られた個人情報は、当目的以外には使用しません。

12．連絡先　　支部携帯　　０９０－７９８０－２８４４

13.当日、大会の様子を写真撮影し、大分県支部Ｆａｃｅｂｏｏｋに掲載します。

　　掲載を希望されない方は、お手数ですが本部までお申し出下さい。

※本年度のバザーは、１１／２８（火）の親睦大会で行います。

第３８回ＪＬＴＦクラブ対抗テニス大会

≪大会注意事項≫

大分ケーブルテレコム（株）・フジジン醤油協賛

♪ お楽しみ抽選会を行います ♪

＊＊ 東亜ストリング(株)販売ブース開設 ＊＊

ＴＯＡＬＳＯＮの商品を販売します。どうぞご利用下さい。
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active Elefanta 樹の里T.C キャマラード くのいち 秋桜(松)

★大神　栄子 ★木本　真美 ★佐藤　愛里 ★内田　照代 ★曽我　由起子 ★山上　恵美

　清原　靖代 　清水　仁美 　佐藤　輝美 　佐藤　千代 　深川　眞知子 　中園　寿津子

　神田　節子 　麻生　里奈 　渡辺　美佐子 　中林　美智子 　井上　雅子 　小野　純子

　矢田　章乃 　石川　真由美 　藤内　律子 　川野　真由美 　酒巻　詩織 　吉野　眞知子

　佐藤　聡子 　高窪　恵理子 　多嶋田　律子 　内田　佳奈子 　首藤　美佳 　平山　美保子

　平原　由美 　加藤　愛子 　遠藤　寿恵 　佐藤　文子 　尾形　智美

　薬師寺　美恵 　野村　国代 　藤野　麻由美 　安部　由美

　福田　まり子

秋桜(元) T.T.C 日出ローンT.C さくらクラブ(A) Happiness ファイティン日田

★内田　陽子 ★宗　真理子 ★宇都宮　さおり ★幸　文子 ★阿部　雅美 ★上野　幸枝

　宮崎　孝子 　中島　みどり 　平　由紀子 　木本　保子 　浅沼　瑞穂 　小野　小百合

　石尾　和美 　丹生　妙子 　堀　宮子 　三重野　智世 　長峰　栄子 　森　邦子

　得能　久美子 　藤田　有子 　宮崎　正子 　秦　由紀子 　有田　恵美 　桑野　真由美

　鍬田　ひろみ 　安達　智美 　禮田　悦子　 　亀山　絵美 　横手　えり子 　高倉　明美

　宮田　道子 　斉藤　順子 　中西　博美

　内山　裕美子 　後藤　啓美 　井上　美紀子

　大園　美穂子 　膳　里子

Be-ラビット ﾍﾞﾙﾃｯｸｽ&らくﾆｰｽﾞ Link up LOB.T.A

★但馬　久子 ★礒崎　烈子 ★上野　ゆかり ★岡部　珠美

　上田　幸子 　首藤　初美 　伊賀上　美奈子 　金田　幸枝

　柏　和恵 　下村　美紀子 　望月　留美 　円本　末子

　森永　玲子 　小石　知子 　福岡　久美 　梅木　由紀子

　溝口　留美子 　徳丸　志眞子 　南淵　恵美

　中井　弘美 　佐々木　久美 　近藤　美奈子

　矢野　佳津枝 　北村　加代

　髙﨑　亜希

ウィステリア 臼杵ローンTC オリーブ 杵築T.C コダバンブーA コダバンブーB

★佐藤　朋子 ★後藤　妙子 ★城井　久美子 ★西　良子 ★小花　美和 ★萬里　洋子

　池田　圭子 　樋田　請子 　秦　好子 　高木　優子 　小林　多美子 　村上　富美香

　杉田　由佳 　三浦　直美 　園田　真理子 　井上　れい子 　生野　宏美 　菅野　真利子

　内田　清恵 　高橋　佳子 　岡本　めぐみ 　山下　和子 　河野　有樹 　二ノ宮　恵美子

　永尾　千代香 　小野　昌子 　久保田　育子 　青野　佐江子 　伊藤　美恵子 　小出　博子

　藤井　富久子 　田中　幸恵 　後藤　理恵 　小田　瑞葵 　今石　国恵 　牧嶋　ミチ

　冨田　真理 　松浦　律子

　大戸　和香

さくらクラブ(B) 日田LTC ファインT.C Free Mammy ゆず

★前田　幸子 ★本田　江里子 ★佐藤　恭子 ★東　貴子 ★原田　順子

　鬼塚　人美 　笹倉　香織 　池辺　千恵子 　植木　真奈美 　佐藤　道子

　高橋　和子 　黒木　久美 　雄山　加代子 　武藤　正子 　馬場　美穂子

　池田　アキ子 　加藤　理恵 　甲斐　美栄子 　指原　美智子 　森川　厚子

　松林　美子 　長野　妙子 　冨久　あさみ 　佐藤　京子

　長尾　律子 　香川　忍 　和田　靖子

　岡崎　未央 　中嶋　かおる

★＝キャプテン

第38回JLTFクラブ対抗テニス大会　登録選手名簿

AB級(16チーム)

ノービス級(11チーム)
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