
桑名杯レディ-ステニス大会２０２１　ｂｙ　ＤＵＮＬＯＰ

1. 主　　催 日本女子テニス連盟

2. 主　　管 日本女子テニス連盟佐賀県支部

佐賀県テニス協会

3. 特別協賛 株式会社　ダンロップスポーツマーケティング

＜ 大会役員＞ 大会会長 武正　八重子 （日本女子テニス連盟会長）

＜ 大会役員＞ 大会委員長 黒田　和美 （日本女子テニス連盟佐賀県支部　支部長）

大会副委員長 佐藤　裕子

レフェリー 丸木　幸子　　

ｱｼｽﾀﾝﾄ・ﾚﾌｪﾘｰ 古川　ルリ　　

競技委員 有岡　美鈴　　菊地　千恵子　　

庶務 久保　さやか

広報 金原　恵子

＜ 大会日程＞ 日時 令和３年　６月　９日（水）

予備日 令和３年　６月１６日（水）

受付終了　８：５０　　　　開会式　　９：００

会場 ＳＡＧＡサンライズパーク庭球場

＜ 注意事項＞

１．　試合進行は本部のオーダーオブプレイ掲示板により行います。

2．　受付と本部はクラブハウス2階で行います。

３．　受付終了後、各コートのネットを張ってから開会式を行います。(開会式前まで練習可)

5．　試合球は、ダンロップフォート（大会指定球）。

６．　ウォーミングアップは、初回戦のみ３分、以後はサービス４本とします。

７．　昼食等で会場を離れる時は必ず本部に届けて下さい。

８．　テニスウエア（スパッツ長・短可（但し、黒基調）、フェイスマスク可）

（テニスウエアとは、ワンピース、またはシャツとスコートまたはショーツとする。長ズボン不可）

９．　試合中は携帯電話などの電源は切っておいて下さい。

10.　競技ルールは「ＪＴＡテニスルールブック２０２１」に準じます。

11.　雨天の場合も会場に集合して下さい。

４．　試合は、リーグ戦、6ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）で行います。

新型コロナウイルス注意事項を確認して、「出場同意書」に署名・捺印の上、当日ご持参ください。
　　（女子連のＨＰを参照ください。）

参加料はペア毎お釣りが出ないよう封筒に入れて、封筒表にドロー番号・ペアの名前を記入して
受付に提出してください。



試合順序
氏名 所属 1 2 3 4 5 完了試合 勝敗 順位

香畑　順子 太閤テニスクラブ

古舘　弘子 　　　〃

松永　真理 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

田代　和子 　　　〃

中島　嘉江 OCHOCO俱楽部

関　嘉子 リョーユースポーツプラザ

坂本 日富美　 太閤テニスクラブ

梶山　智津 　　　〃

千々波　さとみ 大和テニスクラブ

宗　映子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
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　　　　うらら杯レディーステニス大会　２０２１

1. 主　　催 日本女子テニス連盟

2. 主　　管 日本女子テニス連盟佐賀県支部

佐賀県テニス協会

3. 協　　力 緒方　うらら　　

＜ 大会役員＞ 大会委員長 黒田　和美 （日本女子テニス連盟佐賀県支部　支部長）

大会副委員長 佐藤　裕子

レフェリー 丸木　幸子　　

ｱｼｽﾀﾝﾄ・ﾚﾌｪﾘｰ 古川　ルリ　　

競技委員 有岡　美鈴　　菊地　千恵子　　

庶務 久保　さやか

広報 金原　恵子

＜ 大会日程＞ 日時 令和３年　６月　９日（水）

予備日 令和３年　６月１６日（水）

受付終了　８：５０　　　　開会式　　９：００

会場 ＳＡＧＡサンライズパーク庭球場

＜ 注意事項＞

１．　試合進行は本部のオーダーオブプレイ掲示板により行います。

２．　受付と本部はクラブハウス2階で行います。

３．　受付終了後、各コートのネットを張ってから開会式を行います。(開会式前まで練習可)

　　　６０歳以上リーグ戦、１セットマッチ（ノーアドバンテージ方式）で行います。

　　　コンソレーションもあります。（６ゲーム先取・ノーアド方式）

　　　但し、天候その他の理由により変更することがあります。

５．　試合球は、ダンロップフォート（大会指定球）。

６．　ウォーミングアップは、初回戦のみ３分、以後はサービス４本とします。

７．　試合は全てセルフジャッジでおこないます。

８．　昼食等で会場を離れる時は必ず本部に届けて下さい。

９．　テニスウエア（スパッツ長・短可（但し、黒基調）、フェイスマスク可）

　　　＊60才以上の部は長ズボン着用可

10．　試合中は携帯電話などの電源は切っておいて下さい。

11.　競技ルールは「ＪＴＡテニスルールブック２０２１」に準じます。

12.　雨天の場合も会場に集合して下さい。

４．　試合は、一般全てトーナメント　８ゲームプロセット（ノーアドバンテージ方式）

参加料はペア毎お釣りが出ないよう封筒に入れて、封筒表にドロー番号・ペアの名前を記入して
受付に提出してください。

新型コロナウイルス注意事項を確認して、「出場同意書」に署名・捺印の上、当日ご持参ください。
　　（女子連のＨＰを参照ください。）



　　　　うらら杯レディーステニス大会　２０２１
１R ２R QF ＳＦ Ｆ

甲斐　倫子 ファインヒルズTC
乗田　沙紀 　　　〃

行武　祐子 フランダース
小形　和子 太閤テニスクラブ
金原　恵子 グラスコート佐賀
佐藤　裕子 佐賀グリーンＴＣ
栗山　三枝子 フランダース
中島　ちづる 　　　〃

中島　恵子 佐賀グリーンＴＣ
白武　初穂 リョーユースポーツプラザ

相浦　英里子 ＴＣ三日月
野村　直美 　　　〃

陣内　秀代 あっぷるみんと
古川　かおり チームZERO９
許斐　智美 ＴＣ三日月
大澤  佳余子 吉野ヶ里クラブ
中尾　亜湖 おりびあＴ．Ｃ
中尾　亜里沙 　　　〃

山田　依子 ファインヒルズTC
藤木　美和 佐賀グリーンＴＣ
宇曽　マリア るるレモン
中川原　光代 　　　〃

釘本　明美 リョーユースポーツプラザ

北脇　薫 　　　〃
永田　久美子 大和テニスクラブ
岩永　みどり Shake
サイラー　恵理子 ＳＵＭＣＯ
小城　真綾 伊万里テニスクラブ

石橋　あや るるレモン

菊地　千恵子 　　　〃

田中　美紀 チームZERO９
大津　真由美 チームありおか

シード順
南　照美 Shake 1　甲斐・乗田

世戸　たまみ ＴＣ三日月 2　津曲・黒川

西川　睦子 チームありおか 3　石橋・菊地

山本　律子 リョーユースポーツプラザ 4　相浦・野村

木口　美香 Shake 5　中島(恵)・白武

大石　尚美 　　　〃 6　宇曽・中川原
7　山田・藤木
8　田中・大津

津曲　くみ ファインヒルズTC
黒川　由美子 　　　〃
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６０才以上

試合順序 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 2-3, 1-4

氏名 所属 1 2 3 4 完了試合 勝敗 順位

頴原　啓子 グラスコート佐賀

花浦　満子 佐賀グリーンＴＣ

本島　恵子 Shake

瀬戸口　真理子 伊万里テニスクラブ

井上　典子 グラスコート佐賀

山本　敦子 あすかファミリー

木下　厚子 太閤テニスクラブ

成瀬　敬子 　　　〃

シード順 １．頴原・花浦
２．木下・成瀬
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