
マルナカオリーブカップ出場のみなさまへ【服装規定について】 

 

 

本大会では、以下のように服装規定を定めます。 

JTA ルール 2017を基本としていますが、本大会のみ採用する事項も含まれております。 

 

 

●テニスウェア・テニスシューズを着用してください。 

  

  ・服装は、ワンピース、または、シャツとスコートかショーツ（長ズボン不可）とします。 

 

  ・アンダーウェア・スパッツも着用可ですが、ロゴには注意してください。（下記参照） 

 

  ・Tシャツ、ランニング用ウェア、ゴルフウェア、ジーンズ等は、着用することはできません。 

（但し、Tシャツタイプでも、メーカーがゲームシャツとして販売しているものについては、 

    着用可とします。） 

 

 

●ウェアの製造者ロゴには大きさや、数が決められていますので、ご注意ください。 

  

 （上）シャツ ：両方の袖それぞれに、26㎠以内の製造者ロゴを各１つ。 

          シャツの前後の身頃と襟に、13㎠以内の製造者ロゴ２つ、または、 

          26㎠以内の製造者ロゴ１つ。 

アンダーウェアの袖、及び襟は、シャツの一部とみなします。 

           

  （下）ショーツ・スコート：13㎠以内の製造者ロゴを、前後どこにでも２つ、または、 

               26㎠以内の製造者ロゴを１つ。 

スパッツ ：13㎠以内の製造者ロゴ１つ。長さは制限なし。 

ソックス ：13㎠以内の製造者ロゴ。数に制限なし。 

 

（その他）サポーター等の医療製品 ：13㎠以内の製造者ロゴ１つ。 

帽子・リストバンド：19.5㎠以内の製造者ロゴ１つ。 

 

   ※悪天候でない限り、ウォームアップの着用は認めません。 

    ご不明の点がありましたら、お近くの理事、または、レフェリーにご確認ください。 
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ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
1 小林　範子

5 山口　美千子 久米　和子

4 田尾　佳代 山内　真理子

3 丁野　恵子 佐々木　恵美

8 白井　京子 島　真美

9 葛籠　枝美 埴淵　和歌子

7 吉田　衣江 安喜　温美

6 矢藤　知寿 矢藤　有美

露元　一子

12 余喜多　きみか 武市　睦美

10 北村　小百合 河野　満由美

11 川淵　亜由美

吉田　和子 大久保　美由紀

　

14

ブロックＡ ブロックＥ

13 松原　真由美 林　法子

18 都田　一世 宮本　留美

17 坂東　芳枝 佐々木　園子

15 田中　純子 辻岡　八寿苗

16 森　温子 久住　尚子

22 岩井　史 森田　陽子

21 島田　佳寿子 中川　弘子

20 前田　和江 松下　福代

19 久保田　喜味子 大柿　美和

23 渡邊　万城子 三笠　智子

24 金山　恵美子 山本　秀代



ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
25 吉田　久美枝 木下　潤子

Ｂ Ｆ
28 松井　淳子 松村　五月

27 桝田　栄子 森下　実菜子

26 田渕　由香里 黒田　桂子

31 今津　美晴 川中　典子

30 松橋　朱美 麻植　亮子
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34 川西　文子 麩谷　良子

35 岡崎　晶子

32 伊丹　恭子 犬伏　雅子

33 松岡　暁子 豊田　綾

38 前田　貞子 竹本　和美

37 谷　さゆみ 平岡　類子

喜内　恵美子

ブロックＢ ブロックＦ

36 天羽　佐知子 村田　良子

40 東條　礼奈 福森　ゑり

41

39 森川　真美 高崎　公美子

44 西村　準子 天野　亜由美

43 松本　貴子 前川　和美

大谷　由紀 小泉　洋子

42 志摩　育美 前田　ひろみ

47 大崎　和恵 勝浦　利子

48 木村　美枝 菅沼　紀子

46 井内　弥栄 加納　美幸

45 河野　博子 井上　聖現



50 藍沢　多美子 田岡　仁美

ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
49 谷川　ウメコ 日野　廣子

Ｃ Ｇ
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52 宮本　雅子 濱　恵子

51 三崎　五十鈴 中西　仁美

56 富永　多美子 百生　公美

57 郡　通子 橋本　昭子

55 桑田　洋美 中飯　カツ恵

54 島村　真由美 坂東　五月

斎藤　悦子

ブロックＣ ブロックＧ

60 林　由佳子 笠原　昭子

58 佐々木　由利子 富永　和子

59 上村　博美

63 荒川　晴美 近清　史子

62 喜多　美幸 坂本　直美

61 小林　京 尾形　理恵

岡田　恵美子 近藤　三惠

66 鹿子　真紀 堺　春枝

64 山川　由美子 澤淵　貴子

65

70 敦賀　眞弓 増田　道代

69 武岡　一代 久米　照子

68 大西　和子 近藤　佐智子

67 小野　愛実 岩脇　和美

71 住友　美加 森　尚代

72 盛　輝実 玉岡　泰子



ブロック 本戦 コンソレーション ブロック
73 吉原　真由美 小川　弓子

Ｄ Ｈ
76 益田　佳津子 加藤　真弓

75 藤井　圭子 原　美江子

74 細川　素子 亀谷　元子

79 山村　恵美 森脇　ゆかり

78 伊藤　百合江 丸林　久美
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82 西浦　小夜子 本庄　直美

83 前田　恵

80 布施　克栄 森本　加奈子

81 森　貴子 馬渕　尚子

86 児玉　友香 武江　なぎさ

85 三浦　八重子 大塚　洋子

新居　千鶴

ブロックＤ ブロックＨ

84 戸川　いずみ 坂東　実輝

88 佐野　薫 渡部　俊子

89

87 梅林　和美 篭田　美智子

92 久保　良子 久次米　江美

91 松長　丸美 秋山　保子

大西　ちとし 生駒　美和

90 中村　元美 市場　美典

95 柏原　ひとみ 田渕　美智代

96 大牛　景子 菅澤　典子

94 谷　祐子 吉田　美津子

93 末岐　裕子 江口　玲子
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