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※２０２０年度はコロナ禍による決勝大会中止に伴い、予選結果は除外とし、参加資格に該当しないこととする。
昇格基準は、他大会とは異なります。詳しくは、実施要項に記載いたします。

ダンロップフォート

１セットマッチ(６－６後タイブレーク)　　コンソレーションあり　　　

テニスウェア

４,５００円/組

【参加料振込先】　ゆうちょ銀行　記号１５１８０　番号１９４３９６６１ 　ＪＬＴＦ広島県支部

【申込書送付先】　〒７３０−８６９１　広島中央郵便局私書箱１８１号　

ＪＬＴＦ広島県支部　レディスレインボーカップテニス係　

８月２５日（水）　私書箱必着

問い合せ先 中村　良枝　　　　女子連携帯２号　　：　０８０－４５５５－０３５５

　　　　　　　　　　　女子連携帯２号メール ： jltf2-hiroshima-joshiren@softbank.ne.jp 

※本要項は、天候その他の状況により変更する場合があります。

※これによって得た個人情報は、利用目的以外には使用いたしません。

※大会で撮影した写真はHP等に掲載させていただく場合がありますのでご了承ください。

各クラスの優勝者は、１２月１３日（月）～１４日（火）にブルボンビーンズドーム（兵庫県三木市）にて開催予定の
決勝大会に出場します。（代表選手には決勝大会参加料を女子連より補助いたします。）※要前泊
※決勝大会出場は支部の判断で辞退する場合があります。

第２８回 レディスレインボーカップテニス２０２１≪広島県予選大会≫開催要項

主 管 日本女子テニス連盟広島県支部

期 日 １０月４日（月）～１０月６日（水）、１０月１２日（火）、１０月１３日(水)　

２０１９年度決勝大会出場者は不可。２年目以降はペアを変更すれば出場可。(但し、Ｂ・Ｃクラスには不可)

会 場 広島広域公園テニスコート（ハードコート）　　広島市安佐南区大塚西５丁目２−１

種 目 女子ダブルス〈シニア・Ａクラス・Ｂクラス・Ｃクラス〉　※いずれかを選んで申し込んでください。　　　　

参 加 資 格 広島県内に在住の生協女性組合員・女子連会員

通常の女子連の大会とは出場可能な種目が異なります。女子連登録がＡ級でもＢクラスに、Ｂ級でもＣクラスに
エントリー可能な方がおられますので、必ず本人に出場種目の確認をお願いします。
またＤ級登録の方も参加できます。中・高・大学生はどの種目にも参加できません。

５０才以上（１９７１年１２月末日以前出生)

予選を含む全日本、全日本学生選手権、国民体育大会一般の部、全日本ベテラン選手権出場者は不可。
(Ａクラスには出場可)

予選を含む全日本、国民体育大会一般の部、２０１９年度全日本ベテラン選手権出場者は不可。

全国レディース決勝大会ベスト４以上の選手で６０歳以上は出場可。(６０歳未満は不可)

本大会の決勝大会Ａクラス出場経験者で５５歳以上は出場可。(但し、５５歳に達していてもＡクラス出場の
翌年は出場不可。出場する場合もペアを変更しなければならない。)

２５才以上（１９９６年１２月末日以前出生)

２０１９年度決勝大会出場者は不可。２年目以降はペアを変更すれば出場可。(但し、Ｂ・Ｃクラスには不可)

シニアクラスの２０１９年度決勝大会出場者は同じペアであっても本年度Ａクラスには出場可。

予選を含む全日本、国民体育大会一般の部、２０１９年度全日本ベテラン選手権出場者も出場可。

全国レディース決勝大会ベスト４以上の選手も出場可。

女子連会員の場合、登録級がＡ級、Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級の方

２５才以上（１９９６年１２月末日以前出生)

２０１９年度以前の本大会の決勝大会Ｂクラス出場経験者は不可。(Ａクラスには出場可）

服 装

２０１９年度以前の全国レディース決勝大会出場経験者は不可。(Ａクラスには出場可）

ピンクリボンレディーステニス全国大会出場者は可。

女子連会員の場合、登録級がＢ級、Ｃ級、Ｄ級の方

２５才以上（１９９６年１２月末日以前出生)

２０１９年度以前の本大会の決勝大会Ｃクラス出場経験者は不可。(Ｂクラスには出場可）

予選を含む全日本、全日本学生選手権、国民体育大会一般の部、全日本ベテラン選手権出場者は不可。
(Ａクラスには出場可)

２０１９年度以前の全国レディース県予選大会ベスト８以上は不可。(Ｂクラスには出場可）

ピンクリボンレディーステニス全国大会出場者は不可。

昇 格

試 合 球

試合方法

※新型コロナウイルスの今後の情勢により、大会が中止または延期になる場合もありますのでご理解ください。

参 加 料 (大会終了後に振り込んでください)

申込方法 所定の申込書に必要事項をもれなく記入し、私書箱まで郵送してください。生協組合員で申し込む方は、
所属クラブ欄に「生協」と明記し組合員番号を記入してください。ドロー送付を希望するクラブ及び生協
組合員は、郵送用封筒(長３、宛先記入、９４円切手貼付)を同封してください。

★　参加料は大会終了後、１０/７(木)～１０/１４(木)の間にクラブより振り込んでください。

申込締切



古池　愛子 福井由紀子 三好　圭子 大林　宏子 7位
滝本　和美 山田　礼子 岩崎　京子 佐伯　祥子 （8県中）
田中　貴恵 日焼　一子 小林　清美 大林　宏子 2位
山口　晴美 中木　淳子 山本かおる 観興寺紘子 （8県中）
竹内　明美 木下　明美 碓井真希子 大矢カヨ子 5位
常田多真美 柏木　敦子 辻　志都美 矢田よしこ （8県中）
田中　貴恵 河村　秀子 岩田　陽子 峠　　俊子 3位
中村　逸美 秋吉　　緑 久保　淳子 高光　早苗 （8県中）
胡　　まみ 中野　幸恵 石徳　文子 大林　宏子 6位
小林　清美 小西　直子 山田香代子 大矢カヨ子 （8県中）
桧山　稚子 山本　康子 寺尾　香織 佐藤　純子 7位
佃　　美華 江渕　敦子 横路　弥生 米沢知恵子 （9県中）
林　眞規子 有田　和江 榎本　準子 大林　宏子 5位
清原美加子 恵南　玲子 岡田　睦栄 佐々木君枝 （9県中）
秋吉　　緑 風呂本理矢 金森　郁美 後藤まり子 7位
清水　由佳 江藤　末子 中井　葉子 越智　典子 （9県中）
風呂本理矢 本田　芳子 椿谷　慶子 清原美加子 5位
中木　淳子 岩崎　京子 前田　郁子 林　眞規子 （8県中）
胡　　まみ 碓井真希子 中島　早苗 髙島あつ子 5位
清水　由佳 池見　廣枝 原　実智子 楠原　京子 （8県中）
秋吉　　緑 山﨑　五月 隅岡　　悦 藤中　久美 5位
宮松　久子 久保　淳子 江川　京子 清原美加子 （9県中）
江藤　末子 赤井　祐子 松下　幸子 松木　直美 8位
山﨑　五月 桂木　優子 今田美智子 香川　節子 （10県中）
松本万里江 亀井　美香 吉岡　信子 本田　芳子 3位
宮松　久子 梅村　久美 溝部　牧子 林　　直美 （10県中）
江藤　末子 篠原　春菜 桒田美智子 碓井真希子 5位
清水　由佳 菊池　裕子 神原　智子 池見　廣枝 （10県中）
篠原　春菜 森岡　寿恵 前田加奈子 菅原ひとみ 8位
菊池　裕子 北岡　朋子 村上　博美 岡本　敦子 （10県中）
江藤　末子 安部　恵子 平本　有紀 山本千代子 4位
若狭　恵子 池田満美子 中村あき子 清原美加子 （10県中）
宮松　久子 山根　月美 中村　浩子 風呂本理矢 3位
清水　由佳 戸田ゆかり 曽田　圭子 西村　りえ （10県中）
石原　梨奈 藤原　加恵 原　　千春 田中久美子 5位
宮本　沙織 安成　靖子 佐々木雅美 伊達　規子 （10県中）
亀井　美香 今田美智子 田中寿美恵 戸田ゆかり 6位
土田　晶子 伊藤　幸恵 野口　利香 岩崎　京子 （10県中）
山根　月美 石川　桐子 高橋　三奈 風呂本理矢 6位
清水　由佳 向井かつみ 渡辺　　啓 藤井理恵子 （10県中）
石原　梨奈 安村美千代 西谷　訓子 中川　まみ 5位
土田　晶子 原　実智子 三島　千奈 桑原ゆかり （10県中）
山根　月美 丸山　真澄 橋本　朋美 宮松　久子 4位
藤井　優子 熊谷　和美 中村　　律 江藤　末子 （10県中）
亀井　美香 地村　洋子 大古場光江 清原美加子 6位
増本　真澄 村上　博美 遠藤由美子 藤井理恵子 （10県中）
清水　由佳 金山久美子 山本　佐織 岩崎　京子 4位
近藤　博子 曽田　圭子 植田恵理加 江藤　末子 （10県中）
山根　月美 釆原　知子 大下　直子 曽田　圭子
森川美和子 河野　良子 小西真美子 丸山　真澄 （中止）

※広島県は、1996年度（第3回）より参加

3回 1996 7位 8位 1位 8位

レディスレインボーカップ広島県代表

大会回数 年度 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 シニア 順位

5回 1998 5位 5位 6位 4位

4回 1997 1位 5位 2位 5位

7回 2000 8位 8位 3位 4位

6回 1999 4位 1位 5位 3位

9回 2002 4位 8位 6位 5位

8回 2001 9位 4位 5位 7位

11回 2004 4位 6位 6位 1位

10回 2003 6位 3位 8位 9位

13回 2006 2位 3位 8位 8位

12回 2005 3位 5位 7位 6位

15回 2008 4位 3位 5位 2位

14回 2007 6位 5位 9位 10位

17回 2010 2位 6位 10位 9位

16回 2009 3位 4位 8位 8位

19回 2012 4位 2位 6位 5位

18回 2011 3位 2位 8位 5位

21回 2014 6位 7位 10位 2位

20回 2013 2位 2位 9位 10位

23回 2016 7位 4位 10位 1位

22回 2015 3位 7位 10位 4位

25回 2018 4位 7位 7位 3位

24回 2017 5位 4位 5位 2位

27回 2020

26回 2019 8位 3位 4位 6位


