
「JTA ワンコイン制度」対象大会

日本女子テニス連盟 東京都支部 支部長 鳴嶋 正枝

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ委員長 福山 葉子

下記のようにソニー生命カップ 第 38 回全国レディーステニス大会 東京都大会を開催いたします。
予選は４地区（5会場）です。参加地区の選択は自由ですので要項をよくお読みの上、お申し込みください。
本年度は 予選会場にて コート状況によりますが 親睦マッチを予定しています。代表を目指す方

いろいろな方と試合をしたい方 参加お待ちしています。

記

多くの女性が生涯スポーツとしてテニスを楽しみながら 明るい社会を営むことを目的として開催しています

【特別協賛】ソニー生命保険株式会社

【主催】(公財)日本テニス協会・朝日新聞社

【後援】(公財)日本体育協会・日刊スポーツ新聞社・テレビ朝日・東京都テニス協会

昭島市・昭島市教育委員会

【主管】日本女子テニス連盟・日本女子テニス連盟東京都支部

【協賛】株式会社岡村製作所

【協力】ヨネックス株式会社

【種目】女子ダブルス

【試合方法】2タイブレークセット (ノーアドバンテージ)

ファイナルセット 10 ポイントマッチタイブレーク方式

【試 合 球】ヨネックスマッスルパワートーナメント（ＴＭＰ80） (第 38回大会指定球)
【コートサーフェイス】砂入り人工芝、クレー、【インドア】砂入り人工芝・ハード

【服 装】テニスウェア(ロゴは規定内)

【参加費】･･･予選➪東京都支部会員 一人 2,800円（女子連の登録クラブで申し込みして下さい）
東京都支部会員以外 一人 3,800円 (申し込み時 入会可)

＊この大会はワンコイン制度の対象で 1組 100 円を含んでいます

都決勝 ➪ 一人 2,000円（予選会場にて徴収します）
【申し込み締め切り】 7 月 25 日（月） 必着

大会期間（予選会場ごと）ほかの大会へのエントリーを禁止します。（予備日は含みません）

＊クラブ代表者の方は参加希望者の申込書・保険名簿・参加費をまとめて、会場を確認の上、申込先に

それぞれ申込書,保険名簿を送付、参加費を振り込みしてください。
保険名簿は一人ずつ楷書でハッキリと生年月日も必ず記入して下さい。東京都支部会員の方は保険名簿の
氏名の左欄に○印をつけて下さい。 ※他県居住者は申し込めません。

＊ドロー発表 8月 8日（月）

＊昨年同様全国大会出場の際の活動資金として都決勝大会初日、バザーを行いますので、予選・都決勝

出場の皆様に品物のご寄附のご協力をお願いいたします（品物は予選、都決勝会場にてお預かりします）。

＊各会場とも、駐車場が限られています。乗り合わせ、又は電車、バスをご利用下さい。
満車の場合駐車をお断りすることがあります。選手優先のため 応援の方の駐車はご遠慮ください。

＊この大会は、保険に加入しています。
＊その他ルール上の問題は〔JTA テニスルールブック 2016〕に準じます。

ソニー生命カップ 第 38回全国レディーステニス大会



ソニー生命カップ 第 38 回全国レディーステニス大会 東京都大会

【日程・会場】 東の会場の指定は出来ません ＊天候その他の事情により変更することもあります。

コートの名称 大会日 予備日 住所

予

選

東

高松ローンテニスクラブ
＊砂入り人工芝 注１

8月 22 日(月) 8 月 29 日(月) 〒179-0075

練馬区高松 1-22-16

南大泉テニスクラブ
＊砂入り人工芝 注２

8月 22 日(月) 8 月 29 日(月)
〒178-0064
練馬区南大泉 5-12-19

西
京王テニスクラブ

＊砂入り人工芝
8月 30 日(火)

8 月 31 日(水)
9 月 01 日(木)

〒182-0025

調布市多摩川 7-19-1

南
有明テニスの森公園

＊砂入り人工芝
8月 31 日(水)
9 月 01 日(木)

9 月 02 日(金)
〒135-0063
江東区有明 2-2-22

北
昭和の森テニスセンター

＊砂入り人工芝
8月 29 日(月)

30 日(火)
8 月 31 日(水)

〒196-0014
昭島市田中町 600

東京都
決 勝

昭和の森テニスセンター
＊砂入り人工芝

9月 20 日(火)

21 日(水)
23 日(金)

9 月 26 日(月)
〒196-0014
昭島市田中町 600

注１ 進行状況によってはインドア＆ナイターの使用の可能性あり

注２ 駐車場 5台のみ(近くにコインパーキングなし)公共の交通機関、自転車で来場のこと

☆ 参 加 資 格 ☆
1 満 25 歳以上(1991 年 12 月末日以前出生)の女性
2 自己の居住する都道府県より出場する。＊複数の都道府県大会の出場は不可。
3 以下の大会（単複とも）に出場した人は参加できない。
・ 全日本選手権(予選も含む)
・ 全日本ジュニア 18 歳以下の種目に出場した人は、その後 10 年間出場不可。
・ 国民体育大会(本大会のみ、ジュニアと現在 40 歳以上の人は除く)

同大会に監督としての出場者は可、選手兼監督での出場者は不可。）
・ 全日本学生選手権(本戦出場者)
・ 2015 年度、2016 年度全日本ベテラン大会出場者(予選も含む)
・ 第 38 回全日本レディースソフトテニス決勝大会出場者。

4 本大会出場経験者の参加制限は次の通り。
・ 全国決勝大会でベスト 4に入賞した選手は、以降の大会に出場できない。
・ 全国決勝大会に 3回出場した選手は、翌年から 3年間出場できない。
その後の出場は、第 1回目出場とみなし、過去の出場回数は加算されない。

☆ 全国決勝大会 ☆
東京都大会の上位 3ペアは監督 1名と東京都代表チームを結成し、11 月 10 日(木)～12 日(土)に
昭和の森テニスセンターで行われる全国決勝大会に出場します。

★ 全国レディースの代表になられた方へ支部からの御願い★

○最低 10年間 東京都支部会員であること（フリーの方は 会員登録の必要あり）
○東京都支部会員として支部・地区に貢献すること
これらを了承していただきます。

＊東京都支部会員 地区予選会場 申し込み先・問合せ先 クラブ代表にお問い合わせください。

東会場 西会場 南会場 北会場

高松 L・東大泉 TC 京王 TC 有明テニスの森 昭和の森 TC

篠崎 葉子 加藤 桂子 志賀 光江 紺野 るり子

＊東京都支部会員外 申し込み先 東京都支部ホームページ 申し込みフォームより

日本女子   連盟 東京都支部                                          

＊都決勝大会 問合せ先 東京都支部トーナメント委員長 福山 葉子 TEL：070-6518-5657


