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　2020年は、コロナという目に見えないウイルスとの戦いから始まり、活動の自粛を余儀な

くされました。会員の皆様には、ご迷惑をおかけしたことを大変心苦しく思っております。
大会やイベントは開催できませんでしたが、コロナ対策をしながら少人数でのテニス交流が
できたことに感謝いたします。
　私達にとって心と身体の健康維持にテニスは必要不可欠なツールであると、改めて気づか

されました。「We　Love　Tennis」ですね！
　さて、2021年富山県支部は発足から40年目に入ります。先輩方が築いてこられた女子連を
会員の皆様と共に次の世代へと繋げていけるようご協力よろしくお願いいたします。

　4日間に渡り、各サークルさんとの交流
　戦を行いました。
　3密を避け、ニューノーマルでゲームを
　楽しみました。
　ハイタッチはラケットで、ナイスショット！
　ベンチの応援もソーシャルディスタンス！
　いろいろと初の試みでしたが、皆さんの
　笑顔がマスクをしていても感じられました。

　　　　☆作り方

入れてみましょう

皮ごと　すりおろし
熱湯消毒した瓶に汁ごと
入れて密閉し冷蔵庫で

2週間保存したら
出来上がり！
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富山県支部だより

八ッ橋 幸代

支部長

いろいろなものに

　　今年は10名の賛助会員さまにご入会　　　　　
　　頂きました。熟練の技に、スーパープレーにと

　大活躍ですっかり翻弄されました・・・　　　　

発酵しょうが

きれいに洗った生姜を

支部長あいさつ

サークル対抗交流戦 10/7・14・21・28（水）

賛助会員・役員交流会

日本女子テニス連盟富山県支部

http://www.jltftoyama.jp

11/25（水）

～名誉顧問・顧問退任の方々～

名誉顧問 小橋 洋美

顧 問 熊木 香代子 河野 雅子

（敬称略）

☆退任役員
●競技委員

上野典子 田光真由美

●普及委員

塚島智里 青木春美

●強化委員 蓬沢絵里

●総務委員 熊谷恵子

●ジュニア委員

江口裕子 田口真紀

～皆様お疲れ様でした～

☆新役員紹介

ｼﾞｭﾆｱ委員 宮腰いずみ

総務委員 山田 彩

お知らせ

♥ラブ基金募金♥

5,210円
交流会の残金から充当し

寄付いたしました



　　☆詳細はホームページで各大会要項をご確認ください

　　☆日程・内容は変更になる場合があります

　レディースデー2021
4/21（水） 9:00～12：00　　予備日4/22（木）
サークル単位の交流会
お弁当、フリマなし。ゲームを楽しみましょう
参加資格：JLTF富山県支部会員
参加料：1,000円／1人
払込期間：4/2(金)～9(金)　申込締切4/9(金)
大会種目番号：10
担当者：尾山明子  ℡090-1318-3133　 【エントリー料払込先】

　　ゆうちょ銀行
　　記号13290　番号19249001　JLTF富山県支部

　第20回エンジョイテニス　　 ※払込手数料はご負担ください
5/15（土）　予備日なし　　　非会員OK

種目：①女子ダブルス 　桑名杯レディーステニス大会2021
　　 　②55歳以上ミックスダブルス 6/2（水）　予備日3（木）
参加資格：テニス愛好者 種目：女子ダブルス①一般の部
参加料：会員1,800円／1人　非会員2,300円／1人 　　　　　　　　　　　　②パールの部（50歳以上）
申込締切4/17(土)　　　　　　　　　　　（当日集金） 参加資格：要項を参照
担当者：飛弾野朋子　℡090-7080-7388 参加料：1,800円／1人　

払込期間：5/14(金)～21(金) 　申込締切5/21(金)
大会種目番号：①61　②62

　第18回ピンクリボンレディーステニス 〈代表派遣〉
5/19（水）　予備日5/20（木）　非会員OK 一般の部・パールの部ともに上位2ペア
種目：女子ダブルス①一般の部 ・北陸地域桑名杯レディース　6/16（水）　富山県
　　　　　 　　　　　 　②55歳以上の部 担当者：森田浩美　℡090-4325-7285
参加資格・制限：要項を参照
参加料：会員2,300円／1人 非会員3,300円／1人 　リビックカップ
払込期間：4/16(金)～23(金)　申込締切4/23(金) 　第38回富山県支部オープンテニス大会
大会種目番号：①71　②72 6/9（水）予備日11（金）　一般・ダイヤの部
〈代表派遣〉 6/10（木）予備日11（金）　パール・ルビーの部
・ピンクリボン全国決勝大会　10/13(水)14（木） 種目：女子ダブルス①一般　 ②パール（50歳以上）
・ピンクリボンセカンドカップ　7/20（火）21（水） 　　     　③ルビー（60歳以上）④ダイヤ（70歳以上）
・北陸地域ピンクレディース　6/16（水） 参加資格：日本女子テニス連盟会員
担当者：森田浩美　℡090-4325-7285 参加料：2,300円　

払込期間：5/21(金)～28(金)  申込締切5/28(金)
大会種目番号：①11　②12　③13　④14

　第18回チューリップオープンテニス 担当者：森田浩美　℡090-4325-7285
5/26（水）　予備日27（木）　　非会員OK

種目：女子ダブルス団体戦（ 各クラス４名）  princeレディーススマイルテニス大会2021
①リボンクラス②スタークラス③ルビークラス 6/23（水）予備日24（木）
参加料：8,000円/チーム　(非会員1人に付＋1,000円） 種目：女子ダブルス ベストドレッサー賞あり

参加資格：リボン/全レ･ピンク･ヨネックス全国大会 　　　（個人エントリーで当日マッチング）
　　　　　 及びピンクセカンド出場者を除く 参加資格：日本女子テニス連盟会員

スター/制限なし 参加料：1,800円／1人　
ルビー/4名の合計が240歳以上 払込期間：6/3(木)～9(水)　申込締切6/9(水)

　＊各クラスとも2019年の優勝者はチームに2名まで 大会種目番号：9
払込期間：5/6(木)～14(金)　申込締切5/14(金) 参加条件：princeラケットを使用してください
大会種目番号：①31　②32　③33     　　　　（受付後、princeラケットの試打ができます）
担当者：福井真澄　℡090-9760-2754 担当者：村田あゆみ　080-3047-3923

2021年度　富山県支部大会案内
★大会の申込方法が

大きく変わります！

【エントリーの手順】
①大会参加料の払込 大会ごとに払込期間を設けました。

②出場の申込

JLTF富山県支部ホームページより申込書をダウンロードし

必要事項を記入の上、メールに添付して申込んで下さい。

③参加料払込と申込書が確認されて受付完了→お知らせ

※パソコンでの申込が難しい場合は、大会時に会場で

記入し 申込むか、大会担当者にご連絡ください。



　ヨネックスチャレンジカップ2021 　第33回北信越レディース大会富山県予選
6/30（水）　予備日7/1（木）　　非会員OK 9/22（水）予備日24（金）　
種目：女子ダブルス　 種目：女子ダブルス（年齢別）
①チャレンジクラス②ステップアップクラス ①20～49歳 ②50～54歳 ③55～59歳 ④60～64歳 ⑤65歳～

参加資格：要項を参照 参加制限：前回の代表者は参加不可
　　　　　全国決勝大会出場者は2年間参加不可 　　全国レディース・クレスト代表者は参加不可
参加料：会員1,800円／1人　非会員2,800円／1人 参加料：1,800円／1人
払込期間：6/4(金)～11(金)　申込締切6/11(金) 払込期間：9/3(金)～10(金)　申込締切9/10(金)
大会種目番号：①51　②52 大会種目番号：①81　②82　③83　④84　⑤85
〈代表派遣〉 〈代表派遣〉
　全国決勝大会　12月　　　　　神奈川県 北信越ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ 　10/20(水)・21(木)新潟県
参加条件：ヨネックス商品（ラケット、シューズ等）を使用 担当者：森田浩美　℡090-4325-7285
担当者：森田浩美　℡090-4325-7285

　第21回Team30-30レディーステニス
　ダンロップスリクソン 10/6（水)　予備日なし　　　非会員OK

　チーム対抗レディーステニス2021 種目：女子ダブルス団体戦（3組）　
7/14（水）　予備日15（木）　　非会員OK 参加資格：年齢制限はなし
種目：女子ダブルス団体戦（3組）　 　　　　65歳以上を1名含み6名の合計が330歳
参加資格：満25歳以上 　　　　　　　2019年の優勝者はチームに2名まで
　　　2018･2019年の優勝者はチームに2名まで 参加料：12,000円/チーム(非会員1人に付+1,000円）

　　　インカレ出場者は各チーム1名まで 払込期間：9/16(木)～24(金)　申込締切9/24(金)
　　　全日本出場者は出場不可。アマチュアに限る 大会種目番号：50
参加料：18,000円/チーム(非会員1人に付+1,000円） 担当者：福井真澄　℡090-9760-2754
払込期間：6/24(木)～7/2(金)　申込締切7/2(金)
大会種目番号：40  第26回太陽スポーツカップ ドリームテニス
担当者：福井真澄　℡090-9760-2754 10/13（水)　予備日14（木）　　

種目：女子ダブルス　

　ソニー生命カップ第43回 参加制限：県支部主催大会優勝経験者は参加不可

　全国レディーステニス富山県大会 　　　　　　　　（ﾌﾚﾝｽﾞ大会.桑名杯.ｵｰﾀﾑﾚﾃﾞｨｰｽﾙﾝﾙﾝｸﾗｽ除く）

9/1(水)・2(木)・8(水)　予備日9(木)　 一般　　 　　　　　　　全国大会出場経験者は参加不可
9/15(水)　予備日16(木)　ベテラーノ　非会員OK 参加料：1,800円／1人
種目：女子ダブルス　 払込期間：9/24(金)～10/1(金)　申込締切10/1(金)
　　　①一般の部②ベテラーノの部 大会種目番号：3
参加資格：要項を参照 担当者：森田浩美　℡090-4325-7285
　・ベテラーノは一般の部にもエントリー可
   ただし一般の部ベスト８入賞者は出場不可 　第11回アップル杯テニス　富山県予選
参加料：会員2,300円　非会員3,300円 10/27（水)　予備日28（木）
払込期間：8/6(金)～13(金)　申込締切8/13(金) 種目：女子ダブルス
大会種目番号：①21　②22 参加資格：JLTF富山県支部会員
〈代表派遣〉 参加料：1800円／1人
　一般の部上位３ペア…全国決勝大会 払込期間：10/8(金)～15(金)　申込締切10/15(金)
　一般の部ベスト８…北陸レディース 大会種目番号：4
・北陸レディーステニス　9/29(水)　石川県 〈代表派遣〉
・全国決勝大会　11/10（水）～13(土)　東京都 決勝大会　　未定　　　　　　　　　　長野県
担当者：森田浩美　℡090-4325-7285 担当者：森田浩美　℡090-4325-7285

ハッピーカード2021

ベテラン交流会 11/10（水）・12/1（水）・1/19（水）

フレッシュ交流会 4/14（水）11/17（水）・12/8（水）

1/26（水）

時間： 9：00～12：00 参加費 ： 500円（当日集金）

場所 ： 岩瀬スポーツ公園室内ドーム

交流会のご案内

💛今年もやります！

HAPPY CARD  抽選会

～お楽しみに～



　富山県支部主管大会

2021 prince cup　富山県大会　(チーム戦）

4月 21（水） レディースデー 2021

5月 15（土） 第20回　エンジョイテニス

19（水） 第18回　ピンクリボンレディーステニス大会byAdmiral （一般、55歳以上の部）

26（水）

6月 2（水）

9（水）

10（木）

23（水）

30（水） ヨネックスチャレンジカップ2021（チャレンジ、ステップアップ）

7月 14（水） ダンロップ スリクソンチーム対抗レディーステニス2021　（団体戦）

23（祝） 第37回　サマートーナメントジュニア大会（小学生、中学生）

28（水） 第37回　富山県高校生テニスサーキット（高校1，2年生男子・女子）

8月 9（休） 第35回ジュニアテニス大会（小学生、中学生）

1・2・8

（水・木・水）

15（水） 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（ベテラーノ）　60歳以上の部

22（水） 第33回　北信越レディース大会富山県予選（年齢別）

6（水） 第21回　Team 30-30レディーステニス Toyama ｂｙ AMS（団体戦）

13（水） 第26回　太陽スポーツカップ　ドリームテニス大会

27（水） 第11回　アップル杯テニス　富山県予選　

　富山県支部代表選手派遣大会

6月 16(水) 第31回　北陸地域桑名杯・ピンクレディーステニス大会 2021

20・21
(火・水）

9月 29(水) 第40回　北陸レディーステニス大会(主管富山県）

13・14
(水・木)
20・21
(水・木)
10～13

（水～土）
24・25

（水・木）

ヨネックスオープン全国大会

未定 アップル杯テニス

北陸三県持ち回り大会

10月 25(月) 第8回　ハッピーシニアテニス団体戦

7/15（木） 7/2（金） 岩瀬

開催日 大　　　　　会　　　　　名 予備日 申込締切日 会場

10月

― 4/17（土） 岩瀬

5/20（木） 4/23（金） 岩瀬

中止 ― 岩瀬

4/22（木） 4/9（金） 岩瀬

リビックカップ第38回富山県支部オープンテニス(一般・ﾀﾞｲﾔの部）

　　　　　　　　　　  　　　　〃　　　　　　　　　　　　　(ﾊﾟｰﾙ・ﾙﾋﾞｰの部）　

prince レディース　スマイルテニス2021 6/24（木） 6/9（水） 岩瀬

7/1（木） 6/11（金） 岩瀬

岩瀬

桑名杯ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会2021byDUNLOＰ(一般・ﾊﾟｰﾙの部) 6/3（木） 5/21（金） 岩瀬

5/28（金）6/11（金） 岩瀬

第18回　チューリップオープン　ﾘﾎﾞﾝ･ｽﾀｰ･ﾙﾋﾞｰｸﾗｽ(団体戦） 5/27（木） 5/14（金）

7/29（木） 7/7（水） 岩瀬

8/18（水） 7/19（月） 岩瀬

7/25（日） 7/2（金） 岩瀬

9/24（金） 9/10（金） 岩瀬

― 9/24（金） 岩瀬

9月 ソニー生命カップ第43回全国レディーステニス大会　富山県大会 9/9（木）
8/13（金） 岩瀬

9/16（木）

―

11月

開催日 予備日

10月 第18回　ピンクリボンレディーステニス全国決勝大会

第33回　北信越レディーステニス決勝大会

ソニー生命カップ第43回全国レディーステニス全国決勝大会

7月 第15回　ピンクリボンセカンドカップ2021(主管静岡県）

開催日 予備日

10/14（木） 10/1（金） 岩瀬

10/28（木） 10/15（金） 岩瀬

開催県

石川県

大　　　　　会　　　　　名

―

―

開催県

富山県

石川県

石川県

神奈川県

新潟県

東京都

大阪府

神奈川県

長野県

第12回　JLTFクレストレディーステニスbyカーブス2021　60歳の部

大　　　　　会　　　　　名

―

6/17(木)

―

―

―

―

―


