
 

           第３８回クラス別テニストーナメント要項 

 

主催    日本女子テニス連盟沖縄県支部 

後援    沖縄県テニス協会 

日時   平成３１年 ２月 ２日（土） 漫湖（1０面）男女 C 受付８：３０ 試合開始９：００～ 

  ２月 ３日（日） 漫湖（1０面）男子 B・D 受付８：３０ 試合開始９：００～ 

                  男子 A 受付１０：３０ 試合開始１１：００～  

３月 ９日（土） 漫湖（10 面）女子 B・D・男女Ｇ 受付８：３０ 試合開始９：００～ 

              女子 A 受付１０：３０ 試合開始１１：００～ 

                   ※ ２月２日・２月３日の残り試合 

３月１６日（土） 漫湖（10 面） 予備日   

会場    漫湖公園市民庭球場 

種目    男子ダブルス・女子ダブルス（A・B・C・D・G クラス） ※コンソレーション予定 

参加資格  日本女子テニス連盟沖縄県支部会員（大会当日に入会可 登録料１人：1,000 円）※男子不要 

      一般及び大学生男女（小中高生は除く） 

参加制限  ・歴代Ａクラスの優勝者同士のペアは不可 

・過去３年（２０１６～２０１８年）ＢＣＤクラスの優勝、準優勝者は上のクラスへ 

・全国レディース、ピンクリボン（一般の部）全国大会出場者、九州ブロックレディース（一般の

部）大会出場者はＡクラス。但し、６０歳以上はＢまたはＧでエントリー可。 

・九州ブロックレディース（ベテランの部）、ピンクリボン（５０歳以上の部）全国大会出場者は

ＢまたはＧクラスへ参加可。 

      ・Ｇクラスは男子５５歳以上、女子５０歳以上とする。但し、A・B クラス過去３年 

（２０１６～２０１８年）優勝・準優勝者は出場不可 

競技方法   全試合８ゲームズプロセット（８オールタイブレイク）セミアドバンテージ方式 

※ 但し、天候その他の都合により変更することもある 

競技規程   日本テニス協会 ＪＴＡ ＴＥＮＮＩＳ ＲＵＬＥ ＢＯＯＫ ２０１８を準用する 

服装     テニスウェアー、テニスシューズを着用（色物可） 

              ※長ズボンは G クラスのみ OK ・七分丈ズボンＯＫ(全クラス) ・スパッツロング OK(全クラス) 

試合球    ダンロップフォート・イエロー 

表彰     各クラスの優勝・準優勝に賞状、副賞、三位に副賞 

参加料等   参加費：１組 3,500 円（申込時） 

登録料（女子のみ）：１人 1,000 円（大会当日、会場で支払ってください、会員証を交付します）

※登録大会から１年間有効となります 

申込方法   所定の用紙に必要事項を記入の上、参加料（３，５００円）を添えて申し込む 

       遠方の方はメールで申し込み可能。josirenokinawa@softbanke.ne.jp まで。（女子連より返信が

ない場合、ご連絡ください。女子連返信後、申込み完了となります。） 

受付場所   FIVE FANTASISTA ：℡９６３－５０１９ A’s FACTORY  ：℡８９０－５７１５ 

ラケット・スポーツショップμ小禄店：℡８５７－０８０８     

       申込締切   平成 ３１年 1 月 １２日（土）   

ディレクター 長田 香代子 

問合せ先   事務局  ０７０－５４１０－６２３４（長田）携帯メール josirenokinawa@softbank.ne.jp 
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注意事項  ・鏡原中は使用できませんので、漫湖庭球場の駐車場が満車の場合、くじら公園か小禄高校横の左

車線（土日は駐車 OK となっています。標識があります）をご利用ください。 

      ・コートに水がたまらない限り雨天でも行います。（着替えを多めにお持ちください） 

      ・女子連は大会保険をかけませんので、各自でお願いいたします。 

 

― B・C・D クラス 過去３年 優勝・準優勝者 ― 

男子     Ｂクラス     Ｃクラス  Ｄクラス       

 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

第３５回 大西 敬吾 大島 竜太 大城 徹也 玉城 義久 細川 忠明 大城 栄 

２０１６年 比嘉 福也 權藤 丞 平田 晃己 福里 剛 細川 邦昭 慶田本慎也 

第３６回 長崎佑太朗 鉢嶺 清章 細川 忠明 金城 清久 村井 博哉 照屋 和幸 

２０１７年 石村 幸慎 高橋 紀幸 石津 諒 高江洲 真也 山本 武男 平地 一平 

第３７回 松田 崇 知念 優 仲宗根楽音 前原 史弥 田村 一郎 上間 正彦 

２０１８年 山城 守成 金城 善友 長嶺 慎吾 稲嶺 幸歩 佐藤 友之 中村 健志 

女子     Ｂクラス     Ｃクラス  Ｄクラス       

 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

第３５回 宮城 聡子 佐久川美代子 浦野 久美 渡辺 理紗 當山田岐子 譜久原秀子 

２０１６年 田口 恵 鎌田美奈子 小嶺 裕子 鈴木野々香 金城美佐江 伊禮瑠美子 

第３６回 上里 悦子 宮城 和美 濱崎佐和子 喜友名いつ子 阿部恵理香 本坊美喜子 

２０１７年 湧川 志子 比嘉 聖子 松本 奈々 又吉 由美 国吉ちあき 仲嶺 澪 

第３７回 降旗 莉子 漢那美由紀 玉城りん子 砂川 愛香 新城麻理子 平良真寿美 

２０１８年 鈴木野々香 照屋 智美 稲福麻衣子 仲間美也子 比嘉 杏里 川満めぐみ 

  ※ パートナーを変えても優勝・準優勝された方は上のクラスへ出場してください。 

 

 

〔領収証〕    日本女子テニス連盟沖縄県支部 

         支部長 大城 明美 

    様  

   年  月  日、第３８回クラス別テニストーナメント参加料として 3,500円領収いたしました。 

 

 

第３８回クラス別テニストーナメント   参加申込書 

氏名(生年月日） 所 属 住 所 連 絡 先 クラス 

          
男・女 

Ａ・Ｂ （Ｓ・H  ．  ．   ）         

          Ｃ・Ｄ                  

Ｇ 
（Ｓ・H  ．  ．   ）         

※ Ｇクラスにエントリーする方は必ず生年月日を記入してください 

領収日 /    受付場所：ラケット・スポーツショップ小禄店・A’s FACTORY・FIVEFANTASISTA 

 


