
ソニー生命カップ全国レディーステニス大会福島県大会 

    新型コロナウイルス感染拡大防止策について 

 

☆開会式は行わない。 

☆1 日目は、タイムテーブルで行います。 

☆無観客にて開催します。 

☆選手・役員の健康チェックシートの提出 

☆選手は試合ごとに手の消毒を行う。 

☆試合ごとに出入口ノブとベンチの消毒を行う。(役員) 

☆3 密を守っていただき、大声を出さない、握手をしない。 

☆新型コロナウイルス対策担当者を県支部長とし、大会終了

後 2 週間以内に感染症を発症した場合は、濃厚接触者の有

無等について報告するよう参加選手へ事前に留意する。 

☆試合中を除いてマスクを着用する。ただし熱中症予防のた

め距離が 2ｍを保てる場合は外しても構わない。 

☆役員はフェイスシールドを着用する。 



№ 選手名 所属 1 2 3 結果

佐藤悦子 ROSSO

橘内悠 ROSSO

板橋仁子 SUN

高松ひさ子 SUN

林　禎子 enjoy

橋本敦子 いわきNTC

№ 選手名 所属 4 5 6 結果

坂本美穂子 いわきNTC

竹野礼子 丸善商事

小林美智子 二本松TC

橋本貞子 ドリームス

千葉ゆかり SUN

小林梨恵 SUN

№ 選手名 所属 7 8 9 結果

酒井ヨシイ GASCTT

大竹満子 あさかファミール

鈴木和美 さつき

伊藤千春 さつき

成松　泉 SUN

佐藤倫子 SUN

№ 選手名 所属 10 11 12 結果

高橋 美香 富久山テニス

遠藤 祥 さわやか

湯田 美菜子 二本松TC

福本 晴美 さつき

加藤 弥美 spec!!

本田 寿恵 spec!!
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ソニー生命カップ　第４２回　全国レディーステニス大会

福島県予選会仮ドロー連絡事項
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試合順序　2VS3　1VS3　1VS2　ノーアド6ゲーム先取

試合順序　5VS6　4VS6　4VS5　ノーアド6ゲーム先取

試合順序　8VS9　7VS9　7VS8　ノーアド6ゲーム先取

試合順序　11VS12　10VS12　10VS11　ノーアド6ゲーム先取

1

2

3

4

5

6



№ 選手名 所属 13 14 15 結果

高橋 勝美 ルンルンTC

根本 久美子 あさかファミール

鬼満 由香 ドリームス

津田 千恵子 ドリームス

大和田野 光江 郡山TC

上杉 光代 郡山TC

№ 選手名 所属 16 17 18 結果

草刈 まゆみ コムデ・フィユ

佐久間 悦子 さつき

高橋 絹子 二本松TC

菅野 久子 二本松TC

先﨑 和子 あさかファミール

水戸 美知代 あさかファミール

№ 選手名 所属 19 20 21 結果

永塚 清美 ガット

矢部 貴子 いわきNTC

黄木 由美子 富久山テニス

遠藤 敏子 SUN

有我 直子 あさかファミール

波多野 洋子 あさかファミール

№ 選手名 所属 22 23 24 結果

坂井 美智代 ROSSO

大室 光子 保原テニスクラブ

大塚 早由紀 さわやか

高橋 由美子 チームNANA

源後 和子 富久山テニス

野田 由紀子 SUN
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試合順序　17VS18　16VS18　16VS17　ノーアド6ゲーム先取
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試合順序　14VS15　13VS15　13VS14　ノーアド6ゲーム先取

試合順序　20VS21　19VS21　19VS20　ノーアド6ゲーム先取

試合順序　23VS24　22VS24　22VS23　ノーアド6ゲーム先取
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決勝トーナメント（ノーアド２ショートタイブレークセット）

３位・４位　決定戦（ノーアド２ショートタイブレークセット）

５位・６位決定戦（ノーアド1タイブレークセット）



<第１日目> ９月2日（水） 開　門　 8：30

リーグ戦1R　9:15

リーグ戦2R　9:45

試合開始 リーグ戦1R　9:30 

リーグ戦2R　NB9:45

リーグ戦後決勝トーナメント1R

リーグ2位3位トーナメント

<第２日目> ９月４日（金） 受付終了　　 試合開始10分前

試合開始 準決勝　9:30

決勝

5位6位決定戦　

<予備日> ９月5日（土） 　　　　

≪試合方法について≫

予選リーグ ノーアド6ゲーム先取

2位3位トーナメント ノーアド6ゲーム先取

決勝トーナメント ノーアド2ショートタイブレークセット

ファイナルセット7ポイントマッチタイブレーク

本戦3位4位決定戦　 ノーアド2ショートタイブレークセット

ファイナルセット7ポイントマッチタイブレーク

5位6位決定戦　 ノーアド1タイブレークセット

≪服装について≫

   ・テニスウェアーを着用すること。

   ・着用可 ⇒ スパッツ（５分 ７分 １０分丈）アームカバー,フェイスマスク

   ・NG ⇒　首に巻くタオル（バンダナなど薄手のものはOK）

長ズボン、スコート付きズボン

   ・その他は「JTAテニスルールブック2020」の規定に準じます。

≪コロナウイルス感染拡大防止について≫

   ・健康チェックリストを毎日提出してください

   ・無観客で行います

   ・試合の前後にアルコール消毒をお願いします

   ・3密を守り、大声をださない、握手をしないをお願いいたします

≪大会日程≫

受付終了　　


