平成29年6月
ＪＬＴＦ愛知県支部
支部長 竹田恵美子
ピンクリボン委員長 伊原祐子

<<第15回ピンクリボンレディーステニス大会>>
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日本女子テニス連盟
日本女子テニス連盟 愛知県支部
朝日新聞社
アメア スポーツ ジャパン株式会社
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
株式会社 島津製作所、 株式会社ケイ・ティ・メディカル
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、 株式会社 HELIO JAPAN 他

愛知県大会共催
愛知県大会協力

公益財団法人 愛知県都市整備協会
光陽製菓株式会社
豊橋糧食工業株式会社

◇大会名誉会長
◇大会会長
◇大会副会長
◇大会委員長
◇大会副委員長
◇大会運営委員長
◇レフェリー
◇アシスタントレフェリー
◇運営委員

岸野博
武正八重子
上田輝久 幼方聡子
竹田恵美子
堀本万里子
伊原祐子
岩田美佳
綱島洋子
竹村千鶴 沼山悦子
金森裕美 河合佳子
野村尚子 早川共子

使
種

Wilson US OPEN EXTRA DUTY
女子ダブルス 一般の部及び50歳以上の部の2種目

用

球
目

会場/日程

松阪喜幸

秋田伸代 石橋有美 大久保良乃 大西淑子 小川尋美 尾林恵子
久保真喜子 杉下理恵 高橋恵美子 谷岡啓子 谷本純子 永見あづさ
原真理子 平松時子 松堂佐和子 三澤智子 吉田光子

【予 選】 一般の部
6月 1日（木） 予備日6月 6日（火） あいち健康の森公園 <砂入り人工芝>
6月 2日（金） 予備日6月 7日（水） 志段味スポーツランド <砂入り人工芝>
50歳以上の部
6月 1日（木） 予備日6月 6日（火） 志段味スポーツランド <砂入り人工芝>
6月 2日（金） 予備日6月 7日（水） あいち健康の森公園 <砂入り人工芝>
【決 勝】 6月14日（水）・15日（木） 予備日6月 16日（金） あいち健康の森公園 <砂入り人工芝>
【BURN CUP】（コンソレーション大会）＊初戦敗退のペアは本部でお申込みください。
6月 9日（金） 予備日なし
志段味スポーツランド <砂入り人工芝>
6月12日（月） 予備日なし
あいち健康の森公園 <砂入り人工芝>

時

間

ドローに記載の時間

試合開始時間15分前までに本部に出席を届けてください。

試 合 方 法

１．予選・決勝大会 ・・・ 8ゲームプロセット （8-8タイブレーク、 ノーアドバンテージ）
BURN CUP
・・・ 6ゲーム先取 ノーアドバンテージ
２．試合はすべてセルフジャッジで行います。
３．ウォームアップはサービス4本とします。
４．「JTAルールブック2017」に準じます。

注 意 事 項

・
・
・
・
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◆テニスウェアーの着用をお願いします。（長ズボン可・ピンクリボンTシャツ可）
◆ロゴの規制はありません。
◆不明な点は、担当までお問合せください。

50歳以上の部の決勝大会への出場組数が16組から32組に変更になりました。
決勝大会ドローは、各部予選最終日に公開で行う予定です。
天候その他の理由により、試合方法を一部変更する事があります。
大会中の負傷、紛失等につきましては、責任をおえませんのでご了承ください。

特

別

賞

愛知県支部 「fun to play」 賞…大会を通して最も楽しそうにプレーをしていたペア(表彰式にて授与）

問

合
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伊原祐子 携帯：080-3659-6360

前年度県大会成績
1位
2位
3位
4位
制限解除 ベスト8 ベスト16 ベスト32
32組
参加制限
26
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7
3
1
16組
参加制限
17
12
7
6
4
1
＊違う種目にエントリーした場合は、前年度戦績によるポイントは反映されません （ピンクリボン参加制限解除も同様）
＊参加制限解除の場合は、その年のみ制限解除のポイントを取得できます
（参加制限解除対象：ピンクリボンは1年経過、全国レディースは3年経過）

ポイント表

◎第15回ピンクリボンレディーステニス 全国決勝大会 10月17・18日 神奈川県・荏原湘南スポーツセンター
◎第12回ピンクリボンセカンドカップ 北信越・東海地域 8月21・22日 石川県・こまつドーム

＊ ＊ ＊ お 知 ら せ ＊ ＊ ＊
＜決勝大会＞
＊決勝大会出場者は1000円/人を添えて本部でお申込みください。
＊ラッキールーザーを採用します。決勝大会当日、本部でお申込みください。
ラッキールーザー申込締切り 50歳以上の部…8：45 一般の部…9：45
＊服装はロゴの規制などがありますので、決勝大会要項にて確認をしてください。
＜BURN CUP＞コンソレーション
＊初戦敗退のペアは本部でお申込みください。
＊予選と同じ会場での参加となります。
＊全員 9：15集合 9：30試合開始
＊予選が終了していない場合は行えないことがあります。
＊使用ラケットはウイルソンのBURNシリーズ（100S、100LS、100ULS）及び3.0J、ULTRA XP125の5機種の
いずれかに限定します。（試打ラケットあり）
＜アンケートにご協力ください＞
アンケートに協力してくださった方にプレゼントを用意しています！
アンケートはペアで1枚になっています。 プレゼントは1人に1個！
プレゼントは予選当日のみ、10：30～本部にてアンケートと引換にお渡しします。
＜出店（ブース）のご案内＞

6月1日（木）・2日（金）・・・あいち健康の森公園の予選大会会場
（予備日になった場合、出店はありません。）

＊大会協力 ≪PINKION JAPAN株式会社≫
ピンクイオンのドリンク・サプリメント・サポートアイテムなどの販売があります。
＊愛知県大会協力 ≪光陽製菓 株式会社≫
寒天ゼリー・ようかんなどの販売があります。
＜ピンクリボン バッジの販売＞
ピンクリボンバッジを販売します。 1個 500円
大会会場にてご購入ください。
日本女子テニス連盟は2003年4月より「乳がん早期発見･啓発キャンペーン・ピンクリボン レディース テニス大会」
を開始。 全国47都道府県で予選大会を行い、毎年「乳がん月間」の10月に全国決勝大会を開催しています。
「ピンクリボンバッジ」を販売することで、売上げの一部をピンクリボン基金として積み立てて『マンモグラフィー機器の
寄贈』『マンモバスの派遣』『検診費用の一部補助』を行っています。

＜2017年ピンクリボンバッジ特典！＞
2017年のピンクリボンバッジを持っている方のみの特典です！ 選手でない方、非会員の方でもOK!
みなさん、バッジを着けてご参加ください。
＊BURN CUP会場にて、開放コートを利用できます。（試合の進行状況により開始時間は未定）
ウイルソンのBURNシリーズの試打もしていただけます。
6月 9日（金） 予備日なし
志段味スポーツランド <砂入り人工芝>
6月12日（月） 予備日なし
あいち健康の森公園 <砂入り人工芝>
＊表彰式後の開放コートを利用できます。
6月15日（木）表彰式後の開放コートで行う、ウイルソンスタッフによるクリニックに参加できます。
クリニックの開始時間は当日会場に掲示しますのでご確認ください。
（表彰式が16日に延期の場合、クリニックはありません。）
開放コートの一部で、ピンクリボン等の代表経験者がみなさんのお相手をします。
みなさん、是非ご参加ください。
★あいち健康の森公園とピンクリボンのコラボイベントとして、初心者を対象としたテニス体験会が6月12日（月）午前
あいち健康の森公園内体育館にて行われます。 詳しくはあいち健康の森公園のホームページをご覧ください。

