
※　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新型コロナウイルス感染症についての確認書を大会当日受付窓口にご提出下さい

　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。）



大会名誉会長 坂本 友哉　　

大会会長 武正 八重子
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大会委員長 松田 英美　

大会委員 岡本 三智代　杉田 眞澄　田中 藤美　八塚 恵子　

レフェリー 友廣 英子

競技委員 早野 知実

審　   判 日本ﾃﾆｽ協会公認審判　兵庫女子連審判部

事 務 局 尾上 重世

後　　援 朝日新聞社　

※　新型コロナウイルスについての確認書を大会当日必ずご提出ください

※　大会注意事項・運営担当者の指示に遵守・ご協力をお願いします

決勝ト-ナメント・ブルボンビ－ンズド-ム会場

＊　試合は１セットマッチ（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ） 

　　　コンソレは６ゲーム先取

＊　練習は初戦のみサービス４本(次戦よりサ-ビス練習はありません)

＊　試合球は　Wilson  TRINITI

＊　全てセルフジャッジ,セットブレーク方式を採用します

＊ 「ＪＴＡテニスルールブック２０２１」に準じて試合をおこないます

＊　勝者はスコアを本部に届けて下さい

＊　競技中の事故においては責任はおえません

＊　晴雨にかかわらず、定刻までに会場へおいで下さい

＊　天候その他の理由により本大会の内容（会場・試合方法等）を変更する場合があります

＊　本トーナメントでは、すべての選手を公平に扱います

※　各予選会場リ-グの試合方法・注意事項はドロ-に記載しております

日　　程会　　場 予備日 問い合わせ先

第１８回 ピンクリボンレディ－ステニス大会 by Admiral　兵庫県大会

大 会 役 員

藤井 芳子　山内 佳子　鯛 倫代　山中 友子　大林 剛　　　　　

注 意 事 項

【　日　程　】

丹波の森公苑 ﾃﾆｽｺ-ﾄ 6月17日(木) 6月18日(金)
080-5301-3970

松田 英美

滝野 総合公園 6月  6日(日) 6月13日(日)
080-5301-3970

松田 英美

ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞ-ﾝｽﾞﾄﾞ-ﾑ 6月24日(木) 無し
090-9110-2682

岡本 三智代

淡路・ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘ-ﾅ ﾃﾆｽｺ-ﾄ 6月26日(土) 6月27日(日)
080-5301-3970

松田 英美

　　※天候不順時の開催状況はツイッターでお知らせ致します

　 決勝大会
7月20日(火) 無し

090-9110-2682

ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞ-ﾝｽﾞﾄﾞ-ﾑ 岡本 三智代



Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｂ 8:45 5 6 7 8 成績 順位

神山 朋子・櫻井 美紀 小林 晴美・松永 恵子
(Team E・TS-書写) (香枦園)

和泉 千尋・増田 龍子 横山 文・丹田 良江
(ﾗﾌﾞｵｰﾙ・わくわく稲美TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

難波 明美・佐藤 秀子 都出 淳子・飯塚 知子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

山崎 育代・渡辺 郷子 横田 俊子・柳田 純子
(一般・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

1 神山 朋子・櫻井 美紀 2 小林 晴美・松永 恵子 (香枦園)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

☆ 試合方法

・ 4組のリ-グは６ゲ-ム先取 （ノｰアドバンテージ）

・ 練習は初戦のみサｰビス４本とします 次からは即試合を始めてください

Ａ 11:00 1 2 3 4 成績 順位 Ｃ 13:00 9 10 11 12 成績 順位

長安 幹子・池垣 百合 曽谷 亜由美・中澤 恵子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TS) (S-SHOT・Runup)

青田 希望・亀山 露子 松本 明子・小倉 景子
(Runup・一般) (西神NTG・神出竹取TC)

荒木 三千代・菊池 奈緒美 冨山 美麗・松持 知子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (阪急仁川・阪急仁川TS)

佐野 陽子・荒山 智子 中山 優子・井上 春佳
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC) (一般)

Ｂ 11:00 5 6 7 8 成績 順位 Ｄ 13:00 13 14 15 16 成績 順位

岩﨑 京子・細見 美佐 大成 由香・山﨑 美紀
(岩田特戦隊・PP'S) (GR8・ﾌｧﾐﾘｰTC)

魚澤 めぐみ・髙田 玲子 島田 珠美・長南 麻衣子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (Team E・一般)

中塚 麻由子・長谷川 寿美 前川 美千枝・宮内 美香
(三木ﾛｲﾔﾙTC・Sﾃﾆｽ) (一般)

奥野 千鶴・日尾 温子 西村 章子・井嶋 由子
(Sﾃﾆｽ) (ﾘﾌﾚｯｼｭ)

1 長安 幹子・池垣 百合 (ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TS) 曽谷 亜由美・中澤 恵子 (S-SHOT・Runup)
2 大成 由香・山﨑 美紀 (GR8・ﾌｧﾐﾘｰTC) 岩﨑 京子・細見 美佐 (岩田特戦隊・PP'S)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

☆ 試合方法

・ 4組のリ-グは６ゲ-ム先取 （ノｰアドバンテージ）

・ 3組のリ-グは８ゲ-ム先取 （ノｰアドバンテージ）

・ 練習は初戦のみサｰビス４本とします 次からは即試合を始めてください

※ 一般・５５歳以上 の各ブロック 1位のペアは 7月20日(火)ビ-ンズド-ムでの決勝ト-ナメントに進みます
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55歳以上の部

6月6日(日) 滝野総合公園
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(Team E・TS-書写)

3 7

→試合は1-2・3-4・1-3・2-4・1-4・2-3で行います
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一般の部

4

【シード選手】

6月6日(日) 滝野総合公園
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6 14
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157

【シード選手】

3～4

→試合は1-2・3-4・1-3・2-4・1-4・2-3で行います

→試合は1-2・2-3・1-3で行います

第１８回ピンクリボンレディ－ステニス大会by Admiral


