
２０２０年７月５日（日）

昭和電工テニスコート(大分スポーツ公園)

日本女子テニス連盟大分県支部

Ｊ:ＣＯＭ大分ケーブルテレコム株式会社　　　株式会社 豊後企画集団

株式会社 ダンロップスポーツマーケティング　　　株式会社 トアルソン

富士甚醤油株式会社

佐藤　文子

幸　文子

藤井　富久子　　青野　佐江子　　安藤　由美子　　髙﨑　亜希　　髙橋　由希

栗原　真奈美

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.　 キャプテン会議は開きません。仮ドローと一緒に掲載するキャプテン会議資料を確認のうえ、

質問がありましたら支部携帯にご連絡下さい。

3.　 受付は試合開始の20分前までに済ませて下さい。

4.　 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。

5.　 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。

6.　 試合前の練習はサービス４本とします。

7.　 時間に余裕があればコンソレーションを行います。

8.　 服装は自由です。(本大会はフェイスマスクの着用を認めます。)

9.　 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下さい。

10.　 ごみは各自で持ち帰って下さい。

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、本部までお申し出下さい。

14.　 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインをご確認下さい。

大会当日は必ず検温をしてきて下さい。

第４１回ＪＬＴＦクラブ対抗テニス大会

・・・・・・・・・・・・・・《大会注意事項》・・・・・・・・・・・・・・

日 時

会 場

主 催

協 賛

協 力

大 会 委 員 長

デ ィ レ ク ター

支 部 役 員

レ フ ェ リ ー

使 用 球

J:COM大分ケーブルテレコム・豊後企画集団

ダンロップ・トアルソン・フジジン醤油 協賛・協力

♪お楽しみ抽選会を行います♪

トアルソンの新商品の展示及び予約受付をします
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13 ゆず 樹の里　Ａ 21
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キャマラード

14 秋桜 22

15 臼杵ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 23

コダバンブーＡ

Ｏｒａｎｇｅ　Ｂａｌｌ

16 24

17 オリーブ コダバンブーＢ 25

杵築テニスクラブ

18 ファインＴ・Ｃ 26
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28日田ＬＴＣ
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ＡＢ級(11チーム)

active Ablaze
アヒージョ
（Elefanta）

パエリア
（Elefanta）

カモミール キャマラード

★ 平原　由美 ★ 秦　由紀子 ★ 木本　真美 ★ 中村　礼子 ★ 大串　由美 ★ 薬師寺　美恵

　　合澤　尚子 　　浅見　碧 　　荒金　理恵 　　安東　真紀 　　今西　あかり 　　安藤　由美子

　　大神　栄子 　　亀山　絵美 　　清水　仁美 　　荻本　理恵 　　浦方　三枝 　　内田　照代

　　神田　節子 　　香下　璃穂 　　三重野　千鶴 　　加藤　愛子 　　江藤　真奈美 　　川野　真由美

　　福田　まり子 　　三重野　智世 　　高窪　恵理子 　　長　英美 　　佐藤　文子

　　矢田　章乃 　　幸　文子 　　野村　国代 　　手島　加代子 　　徳永　美香子

　　油布　麻理 　　長浜　志保 　　堀　宮子

　　村谷　明美

くのいち
フリマミイエロー
（Free Mammy）

フリマミブルー
（Free Mammy）

ﾍﾞﾙﾃｯｸｽ＆らくﾆｰｽﾞ Link up

★ 井上　雅子 ★ 佐藤　直美 ★ 河野　香織 ★ 首藤　初美 ★ 上野　ゆかり

　　安部　由美 　　植木　真奈美 　　東　貴子 　　礒﨑　烈子 　　伊賀上　美奈子

　　尾形　智美 　　冨久　あさみ 　　久保田　笑加 　　小石　知子 　　大園　美穂子

　　首藤　美佳 　　武藤　正子 　　膳　里子 　　下村　美紀子 　　髙﨑　亜希

　　曽我　由起子 　　豊嶋　美智子 　　末綱　敬子 　　福岡　久美

　　和田　眞知子 　　二村　増美 　　染矢　美砂 　　藤井　千恵

　　徳丸　志眞子 　　南淵　恵美

　　矢野　佳津枝 　　髙橋　由希

ノービス級(16チーム)

ウィステリア 臼杵ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ オリーブ OrangeBall 杵築ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 樹の里　Ａ

★ 佐藤　朋子 ★　大戸　和香☆ ★ 児玉　薫 ★ 二宮　京子 ★ 佐薙　優子 ★ 藤野　麻由美

　　池田　圭子 　　小野　昌子☆ 　　岡本　めぐみ　 　　阿部　真弓☆ 　　青野　佐江子☆ 　　岩崎　陽子☆

　　祝園　千恵子☆ 　　小手川　恵子 　　城井　久美子☆ 　　甲斐　美央☆ 　　井上　れい子☆ 　　川村　暁美☆

　　内田　清恵☆ 　　髙橋　佳子☆ 　　木本　保子☆ 　　川上　璃子☆ 　　小田　瑞葵☆ 　　佐藤　輝美

　　杉田　由佳 　　田中　幸恵 　　久保田　育子☆ 　　小林　加奈子☆ 　　政谷　晃代☆ 　　杉本　幸子☆

　　永尾　千代香☆ 　　樋田　請子☆ 　　後藤　理恵 　　佐藤　優子☆ 　　山下　和子☆ 　　多嶋田　律子

　　藤井　富久子☆ 　　冨田　真理☆ 　　園田　真理子☆ 　　三浦　直美

　　松川　美樹☆ 　　廣瀬　久仁子☆

樹の里　Ｂ 秋　桜 コダバンブーＡ コダバンブーＢ
桃缶

（Peach100%）
桃ｾﾞﾘｰ

（Peach100%）

★ 佐藤　愛里 ★ 内田　陽子 ★ 村上　富美香　 ★ 伊藤　美恵子☆ ★ 水木　碧 ★ 長野　昌子☆

　　寺山　なおみ☆ 　　円本　末子 　　小出　博子☆ 　　今石　国恵☆ 　　小野　裕美☆ 　　佐藤　ひろえ

　　原　和子☆ 　　小野　純子☆ 　　生野　宏美 　　小林　多美子　 　　岡村　裕美☆ 　　冨成　あけ美☆

　　藤野　理絵 　　古賀　あかね☆ 　　菅野　真利子☆ 　二ノ宮　恵美子☆ 　　小林　瞳☆ 　　矢戸　百合☆

　　藤内　律子 　　中園　寿津子☆ 　　松浦　律子☆ 　　萬里　洋子 　　佐藤　京子☆ 　　渡部　美穂☆

　　吉野　小百合☆ 　　根本　由紀子☆ 　　槇島　あやこ☆ 　　渡辺　由子☆

　　渡邉　悠☆

Be-ラビット 日田LTC ファインT.C ゆ　ず

★ 中井　弘美 ★ 本田　江里子 ★ 佐藤　恭子☆ ★ 和田　靖子☆　

　　上田　幸子☆ 　　加藤　理恵☆ 　　池辺　千恵子☆ 　　佐藤　道子☆

　　岡本　律子☆ 　　梶原　ルミ☆ 　　雄山　加代子☆ 　　佐藤　京子☆

　　柏　和恵☆ 　　黒木　久美☆ 　　長尾　律子 　　中嶋　かおる

　　但馬　久子 　　畑　美香☆ 　　長野　妙子☆ 　　原田　順子☆

　　八戸　敦子☆ 　　宮崎　真紀☆ 　　中島　優子☆ 　　馬場　美穂子☆

　　溝口　留美子☆ 　　前田　幸子☆

　　森永　玲子☆ 　　森川　厚子☆

★＝キャプテン　　☆＝６５歳以上ｏｒＣ級の方です(ノービス級のみ☆のマークを記しています)

第４１回ＪＬＴＦクラブ対抗テニス大会　登録選手名簿



           2020年7月5日

１.　メンバーチェック

・選手の変更はできません。

・欠席者、早退予定者の確認をします。

・ノービス級は、Ｃ級の選手が必ず３名以上試合に出場すること。

（Ｃ級の選手２名以下の場合は、消化試合となります）

・途中で帰る選手が出た時は、速やかに本部に届けて下さい。

２.　オーダー用紙

・対戦相手のメンバー数など、オーダーを出す前に本部にて確認して下さい。

・２枚のうち１枚は本部へ、もう１枚は対戦相手と交換します。

・№１，２，３の順番で試合に入ります。（実力順とは限りません）

・メンバーが６人揃わないチームは、消化試合（ポイントを落とす試合）を〇で囲んで下さい。

 どの試合を消化試合とするかは自由ですが、同じ選手が２度出場するどちらかの試合が消化試合となります。

・６名未満のチーム同士の対戦で、３試合終了後に勝敗がつかない場合は代表者２名による

 10ポイントタイブレークを行って下さい。

（ノービス級の場合はＡＢ級同士のペアは不可です）

・４名のチーム同士の対戦の３ポイント目は10ポイントタイブレークとなります。

 その場合は№１，２にオーダーを書き、№３にはタイブレークで戦うペアを書いて下さい。

 （№１，２で勝敗が決定した場合、タイブレークは行いません）

・オーダー用紙の記入欄には全て記入して下さい。（クラブ名、何回戦、相手チーム名）

 同性の選手がいるチームは該当選手をフルネームで記入して下さい。

３.　スコア用紙

・エントリー番号の若い方がボールとスコア用紙を本部に取りに行き、終了後は勝者が本部に戻して下さい。

・№１，２，３の選手の名前（同性の選手がいる場合はフルネーム）とスコアを確実に書いて下さい。

 受付に提出する前に書き漏れがないかチェックして下さい。

４.　試合進行上の注意

　　　・スコアボードはエンドチェンジの時、自分のチームのスコアのみ選手がかえて下さい。

・今年はベンチコーチは入れません。

・インプレー中以外はお互いの距離を保ちましょう。

・全試合、勝敗決定後も打ち切りはありません。３ポイント全ての試合を行って下さい。

・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揃っていて下さい。

 揃っていないペアは敗者となります。

・メディカルタイムアウト（ＭＴＯ）について

 怪我の場合１部位の症状につき、１回のみＭＴＯを３分間とることができます。

 ただし筋肉けいれんの場合、ＭＴＯはとれません。

・団体戦終了後、除菌シートでベンチとスコアボードを拭いて除菌して下さい。

キャプテン会議


