
第３１回九州ブロックレディーステニス大会 福岡県予選開催要項 

JLTF 福岡県支部 

 

１.  主  催  日本女子テニス連盟福岡県支部 

２．後  援  朝日新聞社・北九州市・福岡県テニス協会 

３．協  賛  (株）ダンロップスポーツマーケティング 

４．期  日  平成 28 年 10 月 11 日(火)～12 日(水)  〔予備日：13 日(木）〕 

５．会  場  北九州市立三萩野庭球場(砂入り人工芝) 

北九州市小倉北区三萩野 3-3-2  ℡ 093-951-3950 

                福岡県営春日公園テニスコート(砂入り人工芝)  

春日市原町 3-1             ℡ 092-573-4200 

                 ★２日目は 北九州市立三萩野庭球場 

６．種  目  女子ダブルス ◎一般の部  

◎ベテランの部 Ａ．50 才以上    B．60 才以上 

７.  参加資格 １）ＪＬＴＦ福岡県支部会員（参加申込時の新規加入可）で福岡県内居住者 

        ２）◎一般の部    ：満 25 才以上(1991 年 12 月末日以前出生)の女性 

◎ベテランの部Ａ．50 才以上：満 50 才以上 (1966 年 12 月末日以前出生)の女性 

          Ｂ．60 才以上：満 60 才以上( (1956 年 12 月末日以前出生)の女性 

         ３）以下の大会に出場した人は参加できない 

＊全国レディース（旧 朝日レディース含む）全国大会出場者 

＊九州ﾌﾞﾛｯｸ九州大会前年度、一般の部及びベテランの部 優勝チームは 1 年休み。 

＊九州大会３回出場した人は、翌年から一般および 50 歳以上は 3 年間、60 歳以上

は 2 年間出場できない。 

その後の出場は第 1 回とみなし、過去の出場回数は加算されない。 

＊全日本選手権（予選も含む）＊全日本学生選手権（予選も含む） 

＊全日本ジュニア 18 歳以下の種目に出場した人は、その後 10 年間出場不可 

＊国民体育大会（本大会のみ、ジュニアと現在 40 歳以上は除く） 

＊2015 年と 2016 年の全日本ベテラン大会出場者（予選も含む） 

＊2016 年全日本レディースソフトテニス全国大会出場者 

８． 試合方法  <地区予選> 

一般の部：   6ゲーム先取（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）（３or４チームのリーグ戦） 

           ベテランの部 ：6 ゲーム先取(ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）（３or４チームのリーグ戦）  

<県予選> 

一般の部 ：８ゲームズプロセット（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）（8 ｹﾞｰﾑｽﾞｵｰﾙ ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 

                        準決勝より 2タイブレークｾｯﾄ(ノーアドバンテージ)、 

ファイナルｾｯﾄ(10ポイント)マッチタイブレーク , 

           ベテランの部：８ゲームズプロセット（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）（8 ｹﾞｰﾑｽﾞｵｰﾙ ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 

＊試合方法、日程、会場、コートサーフェスは状況により変更になる場合もあります 

９． 使 用 球   ダンロップ フォート イエロー 

10． 参 加 料   １組：4,000 円 申込み締切り後の棄権の場合、参加料は返却いたしません 

 

11． 申込締切  平成 28 年 9 月 13 日（火）17 時必着 

 



12． 申込方法  

①北九州、福岡会場のどちらか希望の会場に申し込むことができます。 

（電話、fax 申込み不可）  

        

②申込方法･･･申込書は郵送または HPより受け付けます。

http://jltffukuoka.official.jp/gapplication.html  こちらからの返信メールが、届いて申し込み成

立になります。 

参加料は郵便振替で送ってください。 

         払込用紙の通信欄には次の項目を必ず記入してください。 

           申込み代表者の氏名･所属クラブ名、大会名、大会会場、種目、出場選手名 

           年会費を含む場合は対象者の氏名･所属クラブ名 

 

③申込み先：[北九州会場] 〒800-0114 北九州市門司区吉志 383- 10 森田 智保 

    郵便振替 〈口座番号〉０１７９０－１－１３５３２４   

〈加入者名〉日本女子テニス連盟 福岡県支部 

[福岡会場 ] 〒812-0874 福岡市博多区光丘町 1-3-23-403  井手口安代 

  郵便振替 〈口座番号〉０１７３０－４－１３２７６０    

〈加入者名〉ＪＬＴＦ福岡 

 

④仮ドロー希望者は、返信用封筒(120×235)に 92円切手を貼り申込書に同封してください。 

（返信用封筒同封なき場合：仮ドローは発送しませんので、HPでご確認ください。） 

 

⑤戦績（他県での戦績、Jr.学生時代の主な戦績、過去 1年間の大会を記入｛ダンロップ、桑名

杯、湖月杯（A）（B）、ピンクリボン、全国レディース、九州ブロック、毎日・九州選手権、CRC

杯は参考にしますのでお願いします｝）を必ず記入してください。 

 

13． 服  装   テニスウエアを着用してください(長ズボン着用可・マスク不可) 

ロゴに注意。「ＪＴＡﾃﾆｽルールﾌﾞｯｸ 2016」参照 

                  

14． 九州大会  ◎一般の部    ：上位３ペアが県代表チームとして九州大会への出場権を得ます 

◎ベテランの部   ：50 才以上優勝、準優勝の２ペアと 60 才以上優勝ペアが 

県代表チームとして九州大会への出場権を得ます。 

＊いずれも代表ペア棄権の場合は次点のペアが繰り上がります 

◇開催日：平成 28 年 11 月 26 日(土)～27 日(日) 

             会場：沖縄県那覇市奥武山運動公園 

 

問い合わせ先   北九州： 近藤 茂代      携帯  090-7448-0600 

     

福岡：   井手口 安代   携帯  090-9582-6947 

 

 

                 

http://jltffukuoka.official.jp/gapplication.html


 九州ブロック 参加申込書  

1．  一般の部 

 氏   名 所属クラブ 戦績欄(過去１年間のダブルスのベスト 8以上) 

1    

   

2    

   

3    

   

4    

   

5    

   

6    

   

     九州大会出場経験者(県代表) 氏名                    年度      年度 

２． ベテランの部 

Ａ．５０才以上 

 氏   名 所属クラブ 生年月日(西暦) 戦績欄(過去１年間のﾀﾞﾌﾞﾙｽのベスト８以上) 

 1 

 

    

    

 2     

    

3     

    

4     

    

     九州大会出場経験者(県代表) 氏名                    年度      年度 

  Ｂ．６０才以上 

 氏   名 所属クラブ 生年月日(西暦) 戦績欄（過去１年間のﾀﾞﾌﾞﾙｽのベスト８以上） 

1     

    

2     

    

     九州大会出場経験者(県代表) 氏名                    年度      年度 

 

※戦績欄へは他県での戦績、Jr.および学生時代の主な戦績、過去 1 年間の大会の戦績を記入 〔ダンロップ、桑名杯、

湖月杯(A)(B)、ピンクリボン、全国レディース、九州ブロック、毎日・九州選手権、CRC 杯等は参考にしますので

過去すべてをお願いします〕  

※ 戦績欄に記入のない場合は、戦績が無いものとみなす場合があります 

平成 28 年   月   日    組分の参加料      円を添えて申し込みます。 

  クラブ名                    連絡責任者名                  

   住所〒                              ℡              


