
◆ 福岡会場  福岡県営春日公園テニスコート（砂入り人工芝）（℡ 092-573-4200）

11/24（火） 11/25（水） 11/26（木） 11/27（金）

オープンクラス
リーグ戦 (24)
予選決勝 (1)

QF(4) ・ SF(2) F ・ ３位決定戦 予備日

チャレンジクラス
リーグ戦 (27)
予選決勝 (4)

QF(4) ・ SF(2) ・ Ｆ
コンソレーション(3)

予備日 －

【福岡会場】 HPのOP（試合進行表）をご覧ください。～11月19日発表予定～

自分の試合開始時間の15分前までに受付を済ませてください。

◆ 北九州会場  北九州市営三萩野庭球場（砂入り人工芝）　（℡ 093-951-3950）

11/24（火） 11/25（水）

オープンクラス リーグ戦 (24)

チャレンジクラス
リーグ戦 (27)
予選決勝 (4)

【北九州会場】 8時30分集合　9時試合開始

1. 雨天の場合は順延することがありますが、雨天でも集合してください（HPで案内の場合もあり）

2. 選手は受付の際、ドロー番号を言って、封筒に入れたエントリー代及び『新型コロナウイルス感染症についての

確認書』を揃えて提出し、プログラムと参加賞を受け取ってください

開会式は行いませんので、時間になりましたらコートにお入りください

3. 試合方法

 オープンクラス

・１日目リーグ戦及びブロックリーグ決勝トーナメント　

　８ゲーム先取ノーアドバンテージ

・２日目より３セットマッチノーアドバンテージ２タイブレークセット、

　ファイナルセット(１０ポイント)マッチタイブレーク　

 チャレンジクラス

・１日目リーグ戦及びブロックリーグ決勝：６ゲーム先取ノーアドバンテージ　

・２日目決勝トーナメント：８ゲーム先取ノーアドバンテージ

　コンソレーション（決勝トーナメント初戦敗退者対象）：６ゲーム先取ノーアドバンテージ

　　　　　　※試合方法は天候その他の事情により変更することがあります

4. 試合球はヨネックスマッスルパワートーナメント（ＴＭＰ８０）～第42回大会指定球　初戦と決勝戦はニューボール使用予定

5. 試合進行はオーダーオブプレー掲示板により行います

6. ウォーミングアップはサービス４本で直ちに試合を始めてください

7. 全試合セルフジャッジで行います

8.

9. テニスウェア、テニスシューズを着用してください
（ロゴに注意、色物可、全て長ズボン･長スパッツ(柄物不可）･マスク着用可）

10. 無断で会場を離れ試合進行に支障を生ずる場合は棄権となることがあります

11. 県大会に欠場者があれば、ラッキールーザーを採用します

12. 上記以外の競技ルールについては、「ＪＴＡテニスルールブック2020」に準じて行われます

13. 表彰は、各クラスベスト４まで行います

14. 止むを得ず棄権される場合は速やかにご連絡ください

連絡先　福岡会場　　 井手口安代　携帯090-9582-6947

　 　　　　北九州会場　増本　尚子　 携帯090-7892-4030

15. 駐車場の開門は春日公園8時30分です。福岡会場の選手は会場設営にご協力お願いします

16. 完全無観客で大会を行います

☆ 全国決勝大会は3/17(木)～19(土)　[於：昭和の森テニスセンター]
上位３ペアに監督１名を加え７名で代表チームを結成し出場　　（全国決勝大会の開催可否は12月に決定）
代表ペアが棄権の場合、次点（４位）ペアが繰り上げ出場となります

次の試合の人は、ドローナンバーの若い方が本部でボ－ルを受け取り、試合終了後は次に試合のない
ペアが直ちにスコアを報告してください

ソニー生命カップ 第42回全国レディーステニス大会　福岡県予選

【　大　会　日　程　】

【　大　会　注　意　事　項　】

福岡会場へ

(24日雨天順延の予備日)



2020 年 月 日

●氏名 ●所属

●携帯番号　　　　 -　　　　 -

●大会名 ●ドロー番号 No.

●当日の体温 ℃

大会前２週間における下記の事項の有無（どちらかに○をつけてください）

1）平熱を超える発熱 なし あり

2）咳、喉の痛みなど風邪の症状 なし あり

3）だるさ（倦怠感）、息苦しさなどの症状 なし あり

4）臭覚や味覚の異常などの症状 なし あり

5）体が重く感じる,疲れやすい等の症状 なし あり

6）新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触 なし あり

7）同居親族や身近な知人に感染が疑われる方 なし あり

8）過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 　　

  地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触 なし あり

※新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、皆様の安全を確保するため、

　該当する方は参加の見合わせをお願いします。

※大会後に選手の新型コロナウイルスの感染が確認された場合、

　日本女子テニス連盟福岡県支部は責任を負えません。

　安全な大会になるようにご協力願います。

新型コロナウイルス感染症についての確認書

【提出日】

□ オープン　□ チャレンジ

ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会



ソニー生命カップ第42回全国レディーステニス大会 福岡県予選　仮ドロー　福岡会場

　▼ オープンクラス 　▼ チャレンジクラス

石田　みゆき （ＴＴＣ） 西嶋　月美 （コスモス古賀）

安藤　真視 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 山口　亮子 （スプラージ）

相島　祐子 （ くりえいとTC ） 松崎　裕子 （若久TC）

大川　智子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 児玉　弥生 （若久TC）

内田　優子 (Love & Fight) 天野　清美 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

小川　さゆり （若久TC） 原　泰子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

日野　朋子 （スプラージ）

田中　康子 （ フォーライフ ） 柴田 恭代 ( ｉｆ　ＴＣ　)

永野　真由美 ( ｉｆ　ＴＣ　)

賀来　由起子 （若久TC） 志水　悠紀子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

小森　晶子 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 中川　陽子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

田代　由美 （スプラージ） 川上　幸代 （西福岡ＴＣ）

井上　美紀子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC） 白水　今日子 （スプラージ）

久浦　登代子 (大野城ＴＡ) 藤野　好美 （ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

竹本　恵美 （油山ＴＣ） 志方　通子 (Love & Fight)

古賀　千代美 (フリー）

小木曽　るりこ （ ＩＴS九州 ） 井上　信香 (Love & Fight)

松永　美保子 (テニスフレンズ)

宇治野　博子 (テニスフレンズ) 堺　　絵里 （スプラージ）

古賀　奈央 （ ＩＴS九州 ） 下原　智佳子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

前原　春美 （油山ＴＣ） 下川　美保 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

石原　明子 (フリー） 永友　泰子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

櫻井　智恵 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

中村　明美 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎） 大田　里枝 (エスタインドアTC)

大山　ちづる （久山テニス倶楽部） 武田　尚子 （スプラージ）

羽子田　朋子 （スプラージ） 畑島　早知子 ( ｉｆ　ＴＣ　)

山口　久美子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

松林　なおみ （油山ＴＣ） 佐藤　直子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

久保川　美智子（三萩野クラブ） 末永　順子 （ハヌル）

井上　まき子 （ フォーライフ ）

田浦　めぐみ (テニスフレンズ) 百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

太田　香穂里 （スプラージ） 茂　　京子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

川村　華映 ( ｉｆ　ＴＣ　) 丸山　美千代 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

野田　貴美子 (ﾙﾈｻﾝｽ福岡香椎）

吉武　雅子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 佐々野　美智代（ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

矢野　陽子 (テニスフレンズ) 浜本　リカ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

水田　美和子 (エスタインドアTC)

田中　典子 (エスタインドアTC) 中村　ますみ （若久TC）

岸原　直美 （スプラージ） 平山　葉子 （西福岡ＴＣ）

後藤　貴子 （スプラージ） 島田　奈穂美 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

田中　恵子 （スプラージ）

佐藤　奈津子 (テニスフレンズ)

西野　みさ (Love & Fight)

記載の氏名・所属団体に誤りがありましたらご連絡ください　

連絡先：有本 090-4586-2955 相川　恵子 （ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ ）

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

やむを得ず棄権される場合は速やかにお知らせください　　　 片山　幸代 （スプラージ）

連絡先：井手口 090-9582-6947 　　 圓山　くるみ （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ）

永井　美由紀 （筑後の森TC）

成末　麻衣子 （筑後の森TC）

朝長　喜美子 (エスタインドアTC)

間地　容子 （ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

宅野　道子 (Ｊ STRUCT）

三宅　千穂 （プランタン）

白鳥　陽子 （久山テニス倶楽部）

本村　陽子 （久山テニス倶楽部）
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