
第 16 回 ピンクリボンレディーステニス大会 

福岡県大会 開催要項 

 

１．主   催  日本女子テニス連盟 

２．後   援  朝日新聞社 北九州市  

３．特別協賛  アメア スポーツ ジャパン株式会社 

４．協   賛  東レ株式会社  キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

５．特別協力  株式会社 島津製作所、  株式会社ケイ・ティ・メディカル 

６．協   力  東レ パン パシフィック オープンテニス、  ウインザー商事株式会社、 

  PINKION JAPAN株式会社、    株式会社 桃谷順天館、  

株式会社永谷園ホールディングス、  株式会社 永楽屋   他 

７．主   管  日本女子テニス連盟 福岡県支部 

８．期   日  2017年 6月 20日(水）～21日（木） 〔予備日：22日（金）〕 

９．会   場    

 地区予選 6月 20日（水） 県大会 6月 21日（木） 6月 22日（金） 

福岡地区 春日公園テニスコート(砂入り人工芝)  

春日市原町 3-1-4 Tel 092-573-4200 

春日公園テニスコート 県大会予備日 

北九州地区 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 Tel 093-951-3950 

北九州地区大会予備日  

 

１０．種   目  女子ダブルス  一般の部及び 50歳以上の部の 2種目 

１１．試 合 球  Wilson US OPEN EXTRA DUTY 

１２．試合方法  １日目 予選リーグ ６ゲーム先取（ノーアドバンテージ） 

           ２日目 各ブロック１位によるトーナメント １セットマッチ（ノーアドバンテージ） 

                SFから 8ゲームズプロセット（ノーアドバンテージ）今年から本大会に合わせて変更しました！ 

ULTRA CUP（コンソレーション）有り 

＊ULTRA CUPの使用ラケットは、ウィルソンの ULTRAシリーズ 5機種（100CV、100L、100UL、

105S、110）および厚ラケタイプ 4機種（XPO、XPI、TRIAD XP3、TRIAD XP5）のいずれかです 

   試打ラケットは準備します 

＊但し、参加組数、天候その他の事情により、試合日程、試合方法、コートサーフェスが変更になる 

場合があります 

＊競技ルールは「JTAテニスルールブック 2018」に準じます 

１３．参 加 料  1組 5,000円（ピンクリボン運動へ協力金として１人 500円を含む） 

            但し、女子連非会員は 1人に付き 1,000円追加 

１４．参加資格  ・一般の部は２０歳以上（1998年 12月末日以前出生）、５０歳以上の部（1968年 12月 

末日以前出生）で、共にピンクリボン運動への協力に賛同する女性 

           ・自己の主として居住する都道府県大会に出場すること（複数の都道府県からの参加は不可） 



１５．参加制限   下記に該当する方は参加できません  

  【一般の部／50歳以上の部共通】 

   １）全日本選手権出場者（予選・同ソフトテニスも含む） 

２）全日本学生選手権大会出場者 

３）(公財)日本テニス協会主催のジュニア 18歳以下全国大会出場者 

4）国民体育大会の出場者(監督のみとしての参加は可) 

５）最新の都道府県選手権一般の部の優勝者 

６）全国レディース（朝日も含む）全国決勝大会ベスト４及び同大会で最後に出場 

した年から３年経過していない者 

7)全日本ベテラン出場者（予選も含む、但し 65歳以上は可） 

※ ピンクリボン全国決勝大会出場者は翌年の大会に参加できません 

        ※ 2016年大会以前の全国決勝大会優勝者は以降の大会に参加できません 

※ 2017年大会以降の全国決勝大会優勝者、準優勝者は以降の大会に参加できません 

◎ 2020年度大会より参加資格を見直します 

１６．参 加 賞  ピンクリボンバッジ      

１７．申込締切  2018年 5月 21（月）    

※直接申し込まれる方は申込書に記入の上、エントリー代をそえてお申し込みください 

１８．申 込 先  ※福岡会場、北九州会場のどちらか希望の会場に申込むことが出来ます 

※所定の申込用紙に必要事項を記入し、各クラブでまとめて申込んで下さい。 

※電話、FAXでは受付けませんが、HPからは申込できます。（最終日は 17時まで） 

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。 

※締切り後の棄権についての参加料は返却いたしません 

 

◇福岡会場･･･申込書は郵送。参加料は郵便振替で送金して下さい 

郵送先  〒818-0034  筑紫市美しが丘南 4-12-7  重松 忍  ☎092-926-1271             

郵便振替 口座番号：01730－4－132760  加入者名：JLTF福岡 

◇北九州会場･･･申込書は郵送。参加料は郵便振替で送金して下さい        

郵送先  〒803-0812  北九州市小倉北区室町 2-9-1-2703  増本 尚子  ☎090‐7892‐4030 

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 

 

★尚、払込票の通信欄に大会名・参加種別・人数・払込者所属を必ず記入してください 

◇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。HPで確認ください） 

１９．服   装  テニスウェアーを着用(ロゴに注意) 

           ・ウイルソンブランド着用の場合はロゴの規定はありません 

２０．そ の 他  ・各種目優勝チームは２組による団体戦で全国決勝大会へ出場 

               2018年 10月 16日（火）・17日（水）  会場：荏原湘南スポーツセンター（予定） 

        《 15日（月）夕刻 懇親会  藤沢商工会館ミナパーク（予定） 》 

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


■一般の部（女子連会員でない方は名前の前に ✔ をつけてください）

✔

■５０才以上の部（女子連会員でない方は名前の前に ✔ をつけてください）

✔ 生　年　月　日（西暦）

※女子連会員でない方は1人1000円をプラスして申し込んでください

■2018年　　　月　　　　日　　　　■参加料　　　　　組　　　　　　　円　を添えて申し込みます

振り込み入金日（　　　　　月　　　　　　　日　）

■クラブ名 ■連絡責任者名

■連絡先住所 ■ＴＥＬ

過　去　1　年　間　の　戦　績
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氏　　　名 ク　ラ　ブ　名



 

ピンクリボンＴシャツの申し込み 
               （今回はホットピンクのカラー生地になっています）  
 

今年もピンクリボン大会を記念し、ピンクリボンロゴをデザインしたＴシャツを販売します。 

昨年ご好評いただきました BEAR を加えたデザインにしております。 

 

生地カラー：ホットピンク、文字は白とピンク（ライトピンク）になります。 

生地：ドライメッシュ（昨年と同様） 

サイズ：昨年同様の型、サイズになります。 

UNI SEX 対応になります。ご注意下さい。 

S （身丈:62 身巾:44 方巾:42 袖丈:19 ） 

M（身丈:65 身巾:47 方巾:44 袖丈:20 ） 

       L （身丈:68 身巾:50 方巾:46 袖丈:21 ） 

     XL （身丈:71 身巾:53 方巾:48 袖丈:22 ） 

        金額：2,500 円（税込） 

※ 申し込み締切日  ５月 1 日（火曜日）                                

        代金を添えてお申し込みください（振り込みも可） 

商品は 6 月に入ってからお渡しできる予定です 

問い合わせ先  福岡地区   重松（090-8410-7910） 

北九州地区  増本（090-7892-4030） 

 
名 前 サイズ クラブ名 携 帯 番 号 

    

    

    

    

    


