
※　試合会場には、コーチや応援の方のご来場はお断りいたします。

１．会場受付時での予防

　①大会当日の体温を封筒に記載してください。 (２人のお名前・体温)

　②エントリ-代については当日徴収、トレイにて受け渡しをさせていただきます。 

       (封筒に１組分の金額を入れ・表に２人のお名前・体温を記載しお持ちください)

　➂体調がよくない場合は出場を見合わせてください。

　  （例: 発熱や、軽症でも 咳・咽頭痛などの症状がある場合）

２．会場内での予防（会場内にアルコール消毒液を設置しています）

　①会場内では小まめな手洗い或いは消毒液で手指消毒を必ず行ってください。

　②会場施設内においても除菌処理を出来る限り実施いたします。

　③会場内では常時マスク着用をお願いいたします。

　④大きな声での会話や人との距離が密にならないようお願いします。

　⑤会場内での人数制限により試合終了後にお帰り頂くようお願いする

　　場合があります。

３．試合中での予防

　①今大会に限り、試合中のマスク・フェイスカバ－着用を認めます。

　②試合待機中のマスク着用をお願いいたします。

　③試合終了後の握手を中止いたします。

　④試合終了後速やかに手洗い或いは手指の消毒をお願いいたします。

※ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、

主催者の指示に従がっていただけるようお願いいたします。

以上

大会開催に際しての注意事項

日本女子テニス連盟 兵庫県支部

大会に出場されます皆さまの健康と安全確保を目的とした予防措置として

        行政機関等の指導に則った下記の内容についてご案内いたします。

（　選手・協賛スタッフ・運営スタッフのみです。）



【主　　　催】特定非営利活動法人 ビーンズプロジェクト・株式会社 インパクト

【共　　　催】公益法人 兵庫園芸・公園協会
【主　　　管】日本女子テニス連盟 兵庫県支部　
【協　　　賛】株式会社 ブルボン、株式会社 ミズノ、株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

【大会委員】 松田英美　岡本三智代　尾上重世　杉田眞澄　　　

早野知実　田中藤美   友廣英子　　

【大会会場・日程】

予備日 4月27日(火)

【試合方法】 試合はすべて６ゲーム先取（ノーアドバンテージ)

　各組のリーグの、のちに各順位トーナメントを行います

大会は天候等のやむを得ない事情により変更する場合があります。

【大会使用球】試合球はダンロップフォートイエロー、試合後本部に返却してください

【注意事項】 ＊　豪雨以外は定刻に御集合ください。

＊　練習は初戦のみサービス4本

＊　全てセルフジャッジ、セットブレークルールを採用します

＊　競技中の事故については、責任はおえません

＊　駐車場が混雑しますので、乗り合わせてお越しください

＊　JTAルールに準じておこないます

🌼　☆ ☆　🌼
♬　☆ ☆　♬

＊　緊急連絡先　　

　　　　　　　　　西猪名　会場→　杉田 眞澄　070－5430－9925

☆ 決勝大会 各会場、優勝・準優勝ペアーにより今年度のチャンピオンを決定いたします

大会日程 ２０２１年 １１月２９・３０日(月・火)

ブルボンビーンズドーム　〒673-0515 三木市志染町三津田1708
宿　　泊 コープこうべ協同学苑　 〒673-0521 三木市志染町青山
参 加 費 １ ペアー　￥２5,０００　(税込）

＊エントリー代・宿泊代（１泊２食・パーティー代含む）

大会会場にてお申し込みください

会　　場 クラス 日　　時

  8：45集合

オ-プン
Ａ・Ｂ    8：45集合

Ｃ～Ｈ  10：30集合

 🌼　入賞者に賞品があります 🌼
 ♬　全 員 に参加賞があります ♬

西猪名公園　会場

チャレンジ
4月26日(月)  

フェアプレイで 楽しいﾃﾆｽ が、生まれます！ 

第8回「ブルボンレディースチャンピオンカップ2021」 



Ａ 8:45 1 2 3 成績 順位 Ｅ 10:30 13 14 15 成績 順位

宇都宮 陽子・田中 美樹 岡 智香・岡田 綾

(ﾌﾚﾝﾄﾞ・Runup) (香枦園)

上田 奈美・光冨 寛海 東浦 友美子・西塔 志織

(松田ﾃﾆｽ塾) (一般)

木村 利果・野口 理恵 飯田 啓子・小野 益美
(ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都・箕面ITC) (ｻｳｻﾘｰﾄ・TC神戸)

Ｂ 8:45 4 5 6 成績 順位 Ｆ 10:30 16 17 18 成績 順位

阪上 由美子・薦田 妙子 小島 智美・伊東 育子

(Do planning・TASU-Club) (TASU-Club・星和高原TC)

荒木 直子・高寺 裕子 香川 悦子・岩崎 志奈子

(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (J-J-JACKS・コスパ神崎川)

西村 章子・井嶋 由子 栗山 麻奈美・大井 由美子

(ﾘﾌﾚｯｼｭ) (ｸﾘｽﾀﾙ・一般)

Ｃ 10:30 7 8 9 成績 順位 Ｇ 10:30 19 20 21 成績 順位

山﨑 美紀・大成 由香 松本 陽子・中村 かおり

(ﾌｧﾐﾘｰTC・GR8) (ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ)

山村 納奈子・川端 美春 湯澤 理香・清水 可奈子

(香枦園) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

野村 芳子・八川 三保子 阪下 利香子・加藤 園子

(一般・松田ﾃﾆｽ塾) (SITC・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｄ 10:30 10 11 12 成績 順位 Ｈ 10:30 22 23 24 成績 順位

山本 智恵子・藤村 百鈴 重坂 栄里子・野村 よし子

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・Trantotte) (松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

佐々木 惠子・笹木 香織 上田 いずみ・前地 理子

(Team-F) (一般・箕面ITC)

八塚 恵子・安田 ゆり子 竹安 由起子・松持 知子

(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ) (住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS・阪急仁川TS)

※ 欠場で２チ-ムのブロック1-1となった場合は取得ゲ-ム率(同率はタイブレ－クとします)
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西猪名公園 会 場

オ－プンの部

4月26日(月)
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第８回「ブルボンレディースチャンピオンカップ２０２



1位トーナメント

２位トーナメント

３位トーナメント

西猪名公園 会 場

オ－プンの部

4月26日(月)
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第８回「ブルボンレディースチャンピオンカップ２０２


