
《試合方法》 １日目 予選リーグ

２日目 各順位トーナメント

《使 用 球》 ダンロップフォート

主　催 JLTF三重県支部　　 《服　装》 テニスウェアー、テニスシューズを着用の事。
共　催 ㈱ダンロップスポーツマーケティング Ｔシャツ不可、長ズボン可、長スパッツ可、その他においては、２０１８年度
主　管 JLTF三重県支部　　 日本テニス協会の競技規則に基づいて行う。
後　援 朝日新聞社　　ヤマモリ株式会社（依頼中）　　三重県テニス協会
協　賛 Vana H Shop 三重　　平岡クリニック　　椿大神社 椿会館　　鈴鹿サーキットホテル　　《表　彰》 １）全員に参加賞
（依頼中） ２）各順位トーナメント入賞者に賞品

　　※三重県の特産品が賞品として用意されております。
松阪南勢テニス協会　　伊勢テニス協会　　モッツマネージメント㈱　　おき整骨院　  
医療法人正和会 野村医院　　㈲きのひら美容室ZINGHAIR　　医療法人 寺田医院　　　　《参加資格》 ＪＬＴＦ会員（会員外は一人につき1,000円加算）
社会福祉法人 こもはら福祉会　　明季㈱　　くわなテニスクラブ　　田中クリニック 同種目の１位トーナメントにおいて、同じペアで３回優勝した選手は、
けい動物クリニック　　長島スポーツランド　　オリンピアスポーツクラブ　　㈱タナカ　　 ２年間は同じペアで参加する事は出来ません。
佐々木整形外科　　手羽先太郎　　TENNIS FEDERATION　　飯田税理士事務所
Kiitos　　森下組　　インドアテニススクールロングウッド鈴鹿　　nail salon natural　　 《参 加 料》 ＊試合 １ペア ４，３００円（会員外は一人につき1,000円加算）
とうかい整形外科　　佐々木鉄工　　テニスラウンジ亀山　　㈱エムシー・プロテクト　 ＊懇親会費 １　人 ６，３００円（試合に参加の方）
㈲今井硝子　　亀山グリーンテニススクール　　テニスストリングショップ フィール ＊懇親会のみの方　　1人　７，０００円（お楽しみ抽選は出来ません）
ニックインドアテニスカレッジ　　ロランインドアテニスステージ　　カフェ ド キハーナ
㈲十全薬局　　太郎茶屋鎌倉江戸橋店 《宿　泊》 ＊宿泊施設は下記の２箇所あります。別紙参照の上お申込み下さい。
　　

☆鈴鹿サーキットホテル（入湯税込み）
大会委員長 JLTF三重県支部支部長　　河本　美代子 ☆スポーツマンハウス鈴鹿（「天名の湯」３００円別途必要）
ディレクター 山田　ゆり Aデレクター　　薮内　良子 ・ 植田　和代 ・ 伊藤　知子
レフェリー 江角　恵美子 Aレフェリー　　藤本　三佐代 　　　※宿泊される方は、試合の参加料と懇親会費を合わせてお振込み下さい。

　　　　　宿泊費は振り込まずにサーキットホテルはホテルフロントにて
《日　時》 平成３０年１０月３０日（火）・３１日（水） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツマンハウスは当日受付にてお支払い下さい。

　　　　予備日１１月６日（火）　・・・　一般のみ
受　付 ８：５０～　９：１０ 一般女子ダブルス 《そ の 他》 ＊本トーナメントは、全てのプレーヤーを公平に扱います。

(一般県外の方は受付時間を考慮致します） ＊試合中の怪我・傷害については、救急車を呼ぶなどの
１１：００～１１：２０ OV５０女子ダブルス 　応急処置は行いますが、一切責任を負いません。

OV５５女子ダブルス ＊両日共にお弁当（700円）の注文をお受けしております。
OV６０女子ダブルス 　参加申込書にご記入下さい。
OV６５女子ダブルス

(近県（愛知・岐阜）の方は受付時間が１０時になる場合があります） 《申込方法》 申込用紙に必要事項を記入の上、申込先まで郵送して下さい。
懇親会 １８：３０～ 楽しい催しを企画しております。 参加料は下記までお振込下さい。

※お振込書のコピー添付をお願い致します！！
《試合会場》 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

コートサーフェス：砂入り人工芝・ハードコート（シェルター） 百五銀行　橋南支店　（普）２９９９４７

《懇親会会場》 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ　ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾗｳﾝｼﾞ（ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ）２階 日本女子テニス連盟三重県支部　総務　薮内良子

《問合せ先》 河本美代子☎090-3389-5934　　　山田ゆり☎090-7044-0348 　申込・ （県外） 山田ゆり 〠514-0064　津市長岡町3047-6

《種　目》 ①一般女子ダブルス 　問合せ先 TEL・FAX　　　059-224-0044
②OV５０女子ダブルス (S４３年１２月３１日以前に生まれた方）

③OV５５女子ダブルス (S３８年１２月３１日以前に生まれた方） （県内） 各地区長
④OV６０女子ダブルス (S３３年１２月３１日以前に生まれた方）

⑤OV６５女子ダブルス (S２８年１２月３１日以前に生まれた方） 《締め切り》 平成３０年９月３０日（日）

全ての試合　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

第２１回　伊勢エビ杯 （天候その他の理由により変更する場合があります。）

テニストーナメント　　ｂｙ　dunlop

TENNIS SHOP GREEN　　㈱ドーム　　拝啓母さん本舗　　モクモク手作りファーム
クリオ販売　　みさとテニスクラブ　　KATSUテニスクラブ　　ちょろ松ふみ

｝

《 》



※参加種目番号を記入して下さい。 　①一般　　②ＯＶ５０　　③ＯＶ５５　　④ＯＶ６０　　⑤ＯＶ６５

※宿泊は、ご希望の宿泊の番号をご記入下さい。

※懇親会に参加される方は、「懇親会」の欄に○を記入して下さい。

※お弁当を注文される場合は、「弁当」の欄の日付毎に○を記入して下さい。(当日支払い。＠７００）

種目 宿泊・朝食 弁当
ふりがな ☎ ＜宿泊希望番号＞ 10/30

氏

名 19　　年 　 月  　日生

　〠 年齢 懇親会 　　　　日宿泊 10/31

住 ＜朝食＞

所 要　・　不要

戦歴
ふりがな ☎ ＜宿泊希望番号＞ 10/30

氏

名

　〠 年齢 懇親会 　　　　日宿泊 10/31

住 ＜朝食＞

所 要　・　不要

戦歴

種目 宿泊 弁当
ふりがな ☎ ＜宿泊希望番号＞ 10/30

氏

名

　〠 年齢 懇親会 　　　　日宿泊 10/31

住 ＜朝食＞

所 要　・　不要

戦歴
ふりがな ☎ ＜宿泊希望番号＞ 10/30

氏

名

　〠 年齢 懇親会 　　　　日宿泊 10/31

住 ＜朝食＞

所 要　・　不要

戦歴

　*鈴鹿サーキット宿泊料金(入湯税込） 　　　*スポーツマンハウス鈴鹿宿泊料金

① Main棟　１室１名 　  　 16,650円 　　　　⑤シングルＡ(１名）　　　 4,800円
② Main棟　１室２名 　  　 　8,400円 　　　　⑥ツイン　 　（１名)       4,300円
③ Main棟　１室３名(ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ使用） 　6,684円 　　　　⑦トリプル 　 (１名）　　　　　　 3,300円
④ Main棟　１室４名(ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ使用） 　5,825円 　　朝食(ﾋﾞｭｯﾌｪスタイル）　　　 　　 　800円

朝食(バイキング）  　1,730円 　　※天然温泉「天名の湯」利用300円。各部屋風呂有。　　　 　　 

　　　

🌸申込順に希望のホテルの部屋を予約させて戴きます。
　ホテル・部屋数に限りがある為、ご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。

🌸キャンセルされる場合、キャンセル料が発生する事もありますのでご了承下さい。

氏名　　・　　住所　　・　　ＴＥＬ 所属クラブ

　　　　番
19　　年 　 月  　日生

　　　　番
19　　年 　 月  　日生

※県外の方については、集合時間を考慮いたします。　※県外の方で早く来れる方は種目の下欄に○印をお願い致します。

氏名　　・　　住所　　・　　ＴＥＬ 所属クラブ

　　　　番

　　　　番
19　　年 　 月  　日生

第２１回 伊勢 エビ杯ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ｂｙ dunlop 申 込 用 紙

懇親会会場は、
鈴鹿サーキットﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾗｳﾝｼﾞ(ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ）２階になります。


