
            2021年8月3日　(火）　アーバン六甲テニスクラブ

チーム名 代表者 備考

前田由美子  渡部秀子 野口保子 橋口千鶴

宝塚パブリックLTC 宝塚パブリックLTC 宝塚パブリックLTC 宝塚パブリックLTC

岡 智香 岡田 綾 中尾裕子 上野明代

香枦園 香枦園 TASU-Club 一般

 前川綾子 小物谷雪子 小島智美 瀧本友見

 宝塚パブリックLTC Team-f TASU-club ロベリア

楠 容子 高松真由美 尾崎久美子 高寺裕子

 松田テニス塾 一般  松田テニス塾  松田テニス塾

奥野千鶴 日尾温子 高田玲子 魚澤めぐみ

Ｓテニス Ｓテニス ユニバー神戸 ユニバー神戸

杉山朱実 島田 恵 中村景子 熊本富美子

三木ロイヤルTC 三木ロイヤルTC 三木ロイヤルTC 三木ロイヤルTC

笠原好美 大森なつよ 北浦榮子 小森則子

ユニバー神戸 ユニバー神戸 ユニバー神戸 協同学苑TC

 笹尾陽子 木村真弓 古庄信子 安田ゆり子

 松田テニス塾  松田テニス塾 一般 グランプラス

石田理恵 西川名美 西山由起子 筧 和子

たかしょう5 一般 C&D ウキウキ

安達裕子 小林温子 谷麻由美 松田希

神戸ベイシェラトンTC ノア西宮 サンランドロイヤル コスパ神崎川

正躰八千代 松田かつゑ 関口智子 富永よし美

一般 星和高原T.C TC三田 ダンロップTS神戸総合

渡部裕子 小山利枝 宮路知子 片山八千子

C&D 一般 一般 三木ロイヤル

 吉井 心美 小阪 紀子 長 智恵子 東嶋 和子

GR8 CIRCLE Ｓ 一般 TASU CLUB

佐野陽子 荒山　智子 塩田　育恵 坂下　久美子

宝塚パブリックLTC 宝塚パブリックLTC 香枦園 GR8

外薗玲子  井上裕紀子 山崎育代 岡崎 睦

リフレッシュ リフレッシュ 一般 一般

田中礼子 藤井優子 坂根咲央里 武田智香

CIRCLE  S ITC六甲 香枦園 TASU-club

1 やる気マックス

　　JLTF HYOGO 4人団体戦

4 フェイバリット

3 スイカ姫

2 森のくまさん

7  シンカリオン

6 め組のひと

5 ひまわり

10 please！

9 RTFスマイル4

8 べりーぐっど

13 チーム ザッツ！！

12 4年8組

11 バラエティー

16 スクライブ

15 かっぱえびせん

14  夏の思い出



【コロナ感染予防対策の注意事項】

★ 当日の朝、ご自宅を出る前に必ず検温をお願いいたします

★ 「新型コロナウィルス感染症についての確認表」を印刷・記入の上、

試合当日にご持参頂きますようよろしくお願い致します

★ 封筒に団体名を記入し、エントリー代4人分を受付にて渡せるよう準備してください（封不要）

★ 密を避けるため、受付には代表者のみ、間隔を取り並んでください

★ その他感染予防対策を含め、試合本部の指示に従っていただけますようご協力をお願いいたします

      JLTF HYOGO　4人1組 団体戦

      2021年8月3日(火)　アーバン六甲テニスクラブ

※全組9時半集合

2 森のくまさん
A

1 やる気マックス

3 スイカ姫

4 フェイバリット

B

1 ひまわり

4 べりーぐっど 優勝

3  シンカリオン

2 め組のひと

C

1 RTFスマイル4

2 please！

3 バラエティー

4 4年8組

1 チーム ザッツ!!

2  夏の思い出
D

4 スクライブ

3 かっぱえびせん



【大会名】　

【提出日】 　2021 年　　　月　　　　日

 ＊ 会場名

 ＊会員番号

 ＊ 氏名

 ＊ 携帯番号

 ＊ 大会当日朝の体温　　　　　　　　　　℃

 ＊ 大会前2週間における下記の事項の有無 （どちらかに〇を付けてください）

  　1） 平熱を超える発熱 　　 有　　　　 無　

  　2） 咳、のどの痛みなど風邪の症状 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有　　　　 無

  　3） だるさ（けんたい感）、息苦しさなどの症状 有 　　　　無

  　4） 嗅覚や味覚の異常などの症状 有　　　　 無

  　5） 体が重く感じる、疲れやすい等の症状 有 　　　　無

  　6） 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触 有 　　　　無

  　7） 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 有 　　　　無

  　8） 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と

　 　 　される国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触

※ 新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、皆様の安全を確保する為、上記に該当する方は

　 参加の見合わせをお願いいたします。

　　＜個人情報の取扱について＞ 本確認書は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、大会参加者および大会関係者の健康状態を確認することを目的としています。

本確認書にご記入いただいた個人情報については、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためのみに利用します。

また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。大会会場にて感染症患者

またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供をすることがあります。　 日本女子テニス連盟兵庫県支部

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

についての確認書

選手および大会関係者は、当日受付窓口にご提出ください。 
下記の「個人情報の取扱について」をご確認いただき、同意の上、ご記入ご提出をお願いします。

有　　　　 無 


