
第 16回ピンクリボン レディース テニス大会 島根県大会 

（乳がん早期発見啓発促進運動協力大会） 

 

主  催  日本女子テニス連盟 

主  管  日本女子テニス連盟 島根県支部 

後  援  朝日新聞社 

特別協賛  アメア スポーツ ジャパン株式会社 

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 

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 

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 

開催日時  平成 30年 6月 6日（水）   予備日 6月 19日（火） 

                     ※雨天時の対応…天候状況により会場で決定しますので現地集合のこと 

      9:00～9:10  受付（時間厳守） 

9:10～9:30  開会式（全員で写真撮影） 

9:30～    試合開始（試合終了後、各賞の表彰及び写真撮影)  

開催場所  真幸ｹ丘公園テニスコート   住所：出雲市知井宮町 1327 

使 用 球  Wilson US OPEN EXTRA DUTY 

種  目  女子ダブルス 一般の部及び 50歳以上の部の 2種目 

試合方法  リーグ戦の後 各順位トーナメント 

             1タイブレークセットマッチ（セミアドバンテージ方式） 

      「JTAルールブック 2018」に準ずる 

      コンソレーション（ULTRA CUP）開催（別紙：「ULTRA CUPのご案内」参照） 

審  判  セルフジャッジ（決勝のみ SCUをつけます） 

服  装  テニスウェア（長ズボン可、アームカバー可） 

      今回の島根県大会に限り第 16回記念Ｔシャツもテニスウエアと認めます。 

大会委員  大会委員長       高木 峰子 

      大会ディレクター    鈴木 由佳   今井 聡子 

レフェリー       大野 和子   アシスタントレフェリー   佐々木 由紀子 

運営委員        前年度各部門代表者 

参 加 料  女子連会員 1人 2000円 （非会員 1人 3500円） 

※ピンクリボン運動への協力としてバッジ代 500円を含みます 

表  彰  ①優 勝       プレート、賞状、副賞 

      ②準優勝・ベスト 4   賞状、副賞 

      ③ULTRA CUP 優勝、準優勝  副賞 

参 加 賞  ピンクリボンバッジ  

 

 

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

主として、島根県に居住していること。（複数の都道府県からは参加不可） 



参加制限  以下に該当する者は参加できません。（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）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。 

      ※2017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。 

      ※2018年大会以降の全国決勝大会の優勝者、準優勝者は以降の大会に参加できません。 

全国大会  各クラス優勝者 2組による団体戦 

      日 時  10月 16日（火）、17（水） 

      場 所  神奈川県荏原湘南スポーツセンター 

そ の 他  ①一般の部、50 歳以上の部の準優勝ペアは、中国五県対抗戦 兼 中国地域桑名杯大会に出場

（10月 10日（木）予備日 10月 11日（木）コカコーラウェストスポーツパーク 鳥取県立布施

総合運動公園） 

      ②「第 16回ピンクリボン大会記念Ｔシャツ」を予約販売します。 

Ｔシャツのみの購入も可。 

大会当日に商品をお渡ししますので、あらかじめ代金を指定口座に振り込んで下さい。 

 

 

 

生地カラー：ホットピンク 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  大会参加申し込み、及び Tシャツ  5月 6日（日） 必着 

申し込み方法  各団体でまとめ、申込書・返信用封筒とともに下記までお申し込みください。 

直接手渡しも可。 

携帯ショートメール又はメール satoko7087☆icloud.com（☆を＠に変換してください） 

での申し込みも可。 

なお、返信用封筒を同封しない場合は、ホームページでドロー等ご確認ください。 

        参加料は申込締切日までに女子連エントリー口座（島根県支部ＨＰ掲載）にお振込みくださ

い。 

      申込書の宛先 ：〒693-0027  出雲市医大南町 3-1-12   今井 聡子 

                     TEL090-7355-7087 

 

問合せ先  鈴木 由佳 090-7970-4388   今井 聡子 090-7355-7087      

※この大会で得た個人情報は、利用目的以外には使用しません。 

※当日、ラブ基金に募金のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

第 16回 ピンクリボンレディーステニス大会 申込書 

 

 

※申し込み責任者：                  連絡先：             . 

 

種目 (一般・

５０歳以上） 
氏   名 生年月日 クラブ名 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

第 16回 ピンクリボン大会記念Ｔシャツ 申込書 

 

氏 名 S M L XL 合計枚数 合計金額 

 

 
 

           

 

 

mailto:携帯ショートメールもしくはsatoko7087@icloud.com


 

 

第 16回ピンクリボン レディース テニス大会 島根県大会 

 

「ULTRA CUP」のご案内 

 

皆様もご存知の通り、この大会は 特別協賛のアメア スポーツ ジャパン株式会社様をはじめ多くのスポンサー

様のご協力により盛り上がりのある大会となっております。 

大会を支えていただいている企業様へ感謝の思いをこめて、女子連では大会開催主旨でもあるスポンサーの認知、

拡大をはかる協力をさせていただくことになりました。 

 

 そこで今年度は、コンソレーションを「ULTRA CUP」と称し、ウィルソンの ULTRA シリーズ 5 機種（100CV、100L,、

100UL、105S、110）及び厚ラケタイプ 4 機種（XP0、ＸＰ1、ＴＲIＡＤ ＸＰ3、ＴＲＡＩＤ ＸＰ5）のいずれかを使用して、コ

ンソレーションを行います。 

 

ＵＬＴＲＡ CUPの試合については、従来通りのコンソレーションの内容で実施いたします。 

尚、試打ラケットは十分な数をご用意いたしますので、ご安心ください。 

 


