
月 期　　　日 大　　　　　会　　　　　名 ポイント 種　　目 参加資格 会　　　場 申込締切日 参　加　料

　１6日（水） 　第１6回 ピンクリボンレディーステニス 一般ダブルス 県総合運動場 1組

　予備日１7日（木） 　　　　佐賀県大会 ５０歳以上ダブルス 庭球場 4,600円

県総合運動場 1組

庭球場 4,600円

　桑名杯レディーステニス２０１８ 県総合運動場 1組

　　　ｂｙ　ＤＵＮＬＯＰ 庭球場 4,600円

一般ダブルス 県総合運動場 1組

壮年（６0歳以上ダブルス） 庭球場 4,600円

６年以下、４年以下各男女 県総合運動場 １名

シングルス 庭球場 2,000円

１日（土）２日（日） 　ソニー生命カップ第40回 県総合運動場 1組

　予備日３日（月） 　全国レディーステニス大会佐賀県大会 庭球場 4,600円

県総合運動場 1名

庭球場 1,100円

２６日（水）２７日（木） 　第３３回九州ブロックレディーステニス 一般ダブルス、 県総合運動場 1組

　予備日２８日（金） 　　　佐賀県大会　（お楽しみテニス大会開催） ５０歳ダブルス、６０歳ダブルス 庭球場 4,600円

初級者ダブルス、一般ダブルス 森林公園 1組

壮年（６０歳以上ダブルス） テニスコート 4,600円

H３０ 森林公園 1組

1 テニスコート 4,600円

ビーナス（一般シングルス）,　ﾏｰﾒｰﾄﾞ（壮年シングルス） １名

マキューリー（初級者シングルス） 2,300円

森林公園 １チーム

テニスコート 9,000円

＊試合中の事故や怪我がおきても自己責任となりますので各自スポーツ保険にご加入ください。
＊参加資格・・・ (A)日本女子テニス連盟佐賀県支部会員  (B)佐賀県テニス協会会員               ※ ４/22～28 ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＷＩＭＢＬＥＤＯＮ（グラスコート佐賀）

　　　　　　　　　　（C）日本女子テニス連盟会員　日本女子テニス連盟賛助会会員　(D) (ABC)に未登録の方（賛助金500円が必要） 11/３(土）～1１（日）全日本ベテラン（市立コート）
＊日本女子テニス連盟佐賀県支部会員の方はJLTF佐賀基金にご協力下さい。　（各試合　１人　￥１００　） 11/５（月）～１１（日）　〃　（森林公園テニスコート）

＊問い合わせ：日本女子テニス連盟佐賀県支部（０９５２－２０－０７７４）（ＦＡＸ０９５２－２０－０８６６） 11/５（月）～１３（火）　〃　（グラスコート佐賀）

＊県代表試合予定　　　　ピンクリボン　　　　　　   　１０/ １６（火）１７（水） 11/２４～３０アジアジュニア（グラスコート佐賀）
全国レディース             １１/７（水）～１０（土）   １０/５（金）　 ヨネックスレディースチャレンジカップ2018
九州ブロック（福岡）       １１/２０（火）２１（水） グラスコート佐賀  （全国大会～横浜）

  １２/７（金）　2018ＹＯＮＥＸ　ＣＵＰ女子ダブルストーナメント

＊全国試合予定～ＧｏＧｏ（高知）５/９（水）１０（木）　　サエラ（奈良）６/２５（月）２６（火）　　会長杯（札幌）６/２７（水）２８（木）　 グラスコート佐賀  （九州大会～熊本）

日本女子テニス連盟佐賀県支部　平成３０年度　行事日程（普及）・（大会協力）　　　　

【女子連会員】

月 期　　日 行　　事　　名 担　　　　当 会　　　　場 参　　加　　料

　女子連定期総会 佐賀ローンテニスクラブ 会員　　 1500円

　ＪＬＴＦ佐賀基金お楽しみテニス＆バザー ＴＣ三日月・ｓｈａｋｅ・ジョイパー
ク

会員外　2000円

２１日（土） 　審判ルール講習会 講師；光富美穂子氏 グラスコート佐賀TC

１６日（土） 　Ｃ級審判員資格認定会・審判ルール講習会 講師；光富美穂子氏 グラスコート佐賀TC

３０日（土） 　★レディースリーグ（唐津・伊万里） 　伊万里地区 伊万里国見台テニスコート
会員500円＋

ﾆｭｰﾎﾞｰﾙ1缶(2ｺ）

　★レディースリーグ（佐賀） 　佐賀地区 　県総合運動場庭球場 〃

１０ ６日（土） 　★レディースリーグ（鳥栖・基山） 　鳥栖地区 みやき町中原テニスコート 〃

　第１１回佐賀よかとこ発見 　唐津地区

※参加資格… ★に付いては日本女子テニス連盟佐賀県支部会員・佐賀県テニス協会会員・日本女子テニス連盟会員・

日本女子テニス連盟賛助会会員・上記以外の方の参加申し込みは、賛助会費として別途１人１回５００円いただきます。

※　佐賀・唐津・伊万里・鳥栖の４地区で地区活動があります。

※　問い合わせ：　日本女子テニス連盟佐賀県支部　　連絡先 （TEL０９５２－２０－０７７４　FAX０９５２－２０－０８６６）ＴＥＬ火曜午後のみ

【キッズ】

月 期　　日 行　　事　　名 担　　　　当 会　　　　場 備　　　　考

６ １７日（日） 　ファミリーエンジョイテニス 　女子連 グラスコート佐賀TC ６歳以下の子どもとファミリー

７ ７日（土） 　ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ（桑名杯・ううらら杯） 　女子連 　県総合運動場庭球場

１０ １４日（日） 　ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ（楠の花オータム） 　女子連 　森林公園テニスコート

２ 17日（日） 　ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ（蘭子杯） 　女子連 　佐賀市立テニスコート

【大会協力】

月 期　　日 行　　事　　名 担　　　　当 会　　　　場 備　　　　考

　２２日（日）

～２８日（土）

　３日（土）

～１１日（日）

　５日（月）

～１１日（日）

　５日（月）

～１３日（火）

 ２４日（土）

～３０日（金）

※佐賀県テニス協会主催ジュニア大会に審判員として通年協力。

６

未定

４ ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＷＩＭＢＬＥＤＯＮ

日本女子テニス連盟佐賀県支部平成30年度行事日程  （競技）

4 　19日（木） 　第１1回佐賀・長崎対抗戦 団体戦　１チーム６名（オープン）

○ （A）（B）（C）（D） ４月２４日（火）

佐賀市立コート

5

6

9

10

５月１５日（火）

（A）（C） 嬉野みゆき公園 4月1日（月） 1ﾁｰﾑ9,000円

　6日（水）
　予備日７日（木）

　pｒｉｎｃｅレディーステニストーナメント２０１８ 一般ダブルス （A）

7

　７日（土） 一般ダブルス （A） ６月１５日（金）

　７日（土） 　うらら杯レディーステニス大会２０１８ ○ （A）(B) ６月１５日（金）

　２９日（日） 　第10回　ジュニアエンジョイテニス大会 ７月６日（金）

○ 一般ダブルス （A）（B）（C）（D） ８月１０日（金）

　２日（日）
　ソニー生命カップレディース第４０回記念
　　　　　オーバー６０テニス大会

（A）（B）（C）（D） ８月１０日（金）

○ （A) ９月４日（火）

６０歳以上ダブルス

　１９日（土）２０日（日）　第２３回新春テニストーナメント（オープン） 女子ダブルス、ミックスダブルス （A）（B）（C）（D） １２月２８日（金）

　１４日（日） 　第８回楠の花オータムテニストーナメント ○ （A）（B） ９月２１日（金）

3 　４日（月） 　第７回おひなさまテニス大会（団体戦） 一般ダブルス・３ペアによる団体戦 （A）（B）（Ｄ）

2 　１７日（日） 　第３８回蘭子杯テニストーナメント （A）（B）（C）（D） １月２５日（金）

４
１０日（火）  　県総合運動場庭球場

未定

１１

　アジアジュニア 女子連（大会協力・審判員） グラスコート佐賀TC

女子連（大会協力・審判員） グラスコート佐賀TC

２月８日（金）

桑名杯九州大会（福岡）　１１/２０（火）２１（水）

女子連（大会協力・審判員）

女子連（大会協力・審判員）

女子連（大会協力・審判員）

　佐賀市立テニスコート

　森林公園テニスコート

　第７回グラスコートベテランテニス選手権（６０～８５歳） グラスコート佐賀TC

　第７回グラスコートベテランテニス選手権（３５～５５歳）

　第７回グラスコートベテランテニス選手権（３５～５５歳）
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