
 

 

 

 

 

 

 

名古屋ローンテニス倶楽部会員の皆様へ  

新型コロナウイルス感染症防止策遵守のお願い  

施設再開時の感染防止のため、スポーツ庁からの感染拡大防止ガイドラインを踏まえ、名古屋市より以下の通り、

遵守すべき事項が示されました。会員の皆様には、内容をご確認いただき感染防止のために遵守いただくことをお

願いいたします。 

(1) 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせてください。(利用当日に書面で確認を行います。) 

① 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

③ 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ている国、地域等への渡航又は当該在

住者との濃厚接触がある場合  

(2) マスクを持参してください。（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着

用してください。）  

(3) こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。 

(4) 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。（障害者の誘導や介

助を行う場合を除く） 

(5) 利用中に大きな声で会話、応援等をしないでください。  

(6) 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置を守り、施設管理者の指示に従ってください。 

① 当面の間、ウォータークーラー、血圧計は使用できません。 

② 当面の間、年間契約者以外のロッカーの貸し出し数を制限させていただきます。 

③ その他については、施設内の掲示などでご確認ください。 

(7) 利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、施設管理者に対して速やかに濃厚接触

者の有無等について報告してください。 

(8) 施設利用前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けるようにしてください。  

 

 

 

 

第 45回 岐阜県ベテランテニス選手権大会 

男子 70歳以上シングルス 

優 勝 中村光治 

 

新型コロナウイスル感染拡大防止について 

事務局だより 

一般社団法人 

名古屋ローンテニス倶楽部 

2021年 3月 16日 

優勝おめでとうございます。 



 

 

 

                            ２０２１年１月２５日 

 会員各位 

                      一般社団法人 

名古屋ローンテニス倶楽部 

                                会長 内藤由治 

 

会員募集キャンペーンへの協力のお礼 

  

 平素は、倶楽部運営に多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、昨年１０月１日から１２月２８日まで実施しておりました会員募集キャンペーンに対

しても皆様のご協力のいただき、下記の通り２３名の新会員を仲間に迎えることができました。

これも皆様方のご協力の賜物であり、重ねて御礼申し上げます。 

 なお、ご紹介頂いた皆様には、別途紹介お礼の品をお渡しさせて頂きますので、しばしお待ち

いただくよう、お願いいたします。 

敬具 

１．新入会員 

    

 

 

  

氏名 ふりがな 会員の種類 性別 紹介会員

1 カムバック 小栗　八千代 おぐり　やちよ 正会員 女 山嵜　道子
2 カムバック 高瀬　美知代 たかせ　みちよ 正会員 女 石黒　隆雄
3 カムバック 夏目　弘子 なつめ　ひろこ 平日会員 女 阿部　真由美
4 カムバック 横地　陽子 よこち　ようこ 平日会員 女 浅田　田鶴子
5 カムバック 小谷　恒夫 こたに　つねお 正会員 男 立松　康則
6 近藤　孔明 こんどう　こうめい 短期会員 男 飯田　智子

7 小島　正嗣 こじま　せいじ 正会員 男 松島　巌
8 坂本　衛 さかもと　まもる 正会員 男 坂井　恵美
9 加藤　徳寿 かとう　ひろひさ 正会員 男 坂井　恵美
10 高津　哲郎 たかつ　てつろう 正会員 男 臼井　秀樹
11 新谷　美香子 しんたに　みかこ 家族会員（正） 女 高瀬　美知代
12 大島　由佳 おおしま　ゆか 正会員 女 内藤　由治
13 木村　敏男 きむら　としお 正会員 男 内藤　由治
14 松崎　明子 まつざき　あきこ 正会員 女 内藤　由治
15 笹川　徹 ささがわ　とおる 短期会員 男 嶌田　準一

16 川口　利江 かわぐち　としえ 正会員 女 内藤　由治
17 松岳　大樹 まつおか　だいじゅ 正会員 男 石黒　隆雄

18 廣木　敏 ひろき　さとし 正会員 男 吉野　竹夫

19 藤本　祥子 ふじもと　しょうこ 家族会員（正） 女 谷川　学之

20 水谷　信彦 みずたに　のぶひこ 家族会員（正） 男 水谷　昌子

21 山田　ルミ子 やまだ　るみこ 家族会員（正） 女 山田　幸代

22 脇田　幸雄 わきた　ゆきお 正会員 男 木島　駿

23 脇田　由美子 わきた　ゆみこ 家族会員（正） 女 木島　駿

会員募集キャンペーン 



 

 

 

秋季会長杯  

優勝 おめでとうございます。 

優 勝 入木富士子・松田 幸紀 

８－５ 

準優勝 中井 良子・田中夕芋子 

 

クラブチャンピオン優勝おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 

85歳シングルス 優勝 宮田 敏男 

 

  

会長杯・クラチャンおめでとうございます。 

令和2年 男子 一般 シングルス 高岡　誠
ダブルス 高岡　誠 鈴村　隆行

55歳以上 ダブルス 加藤　進 杉山　靖
60歳以上 シングルス 杉山　靖
65歳以上 シングルス 佐藤　明夫

ダブルス 岡田　清昭 中川　恭和
70歳以上 シングルス 石黒　隆雄

ダブルス 石黒　隆雄 八賀　隆
80歳以上 シングルス 松島　巌

女子 一般 ダブルス 太田　初 宇佐美　覚子
55歳以上 ダブルス 野村　美佐恵 佐藤　朋子

優勝おめでとうございます。 



 

 

 

2020年 11月 30日 

会員各位 

                     一般社団法人 

 名古屋ローンテニス倶楽部 

専務理事  石黒隆雄 

 

新型コロナウィルス感染症拡大予防への対応について 

 

 平素は、名古屋ローンテニス倶楽部の運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

１１月に入り、全国的に第３波とみられる新型コロナウィルス感染症が急拡大しており、愛知県でも

一日で２００名を超える多くの新規感染者が報告される状況となっております。 

今後、寒さとともにこの新型コロナウィルス感染症の一層の拡大が懸念されており、今一度、全会員及

び来場者に対して、感染症予防の対策の自己管理の徹底要請とともに、名城庭球場としての予防施策を

見直し、実施する必要があり、今回、改めて皆さまには、施策のご理解とご協力をお願いするものです。 

既に食堂では、３密（密閉、密集、密接）を回避するために、テーブルへの仕切り板の設置と換気促

進のための送風機を設置いただきましたが、利用者の集中によっては「この密状態」を回避できないこ

とが想定されます。 

つきましては、テラスでの飲酒を午後６時まで可といたしますので、食堂が密状態になる場合はご利

用をお願いいたします。なお、利用に当たっては、利用上の注意を厳守し、他のお客さまにご迷惑のか

かることのないようにお願いいたします。 

 

＜名城庭球場としての新型コロナウィルス感染症予防策として＞ 

 ・来場者への感染症予防策の励行のお願いアナウンス 

  「マスク着用」、「こまめな手洗い・うがいの励行」、 

「ソーシャルデイスタンス確保」等 

 ・食堂での３密回避策として、テーブルへの仕切り板の設置 

 ・食堂内の換気促進（送風機設置） 

・テラスでの飲酒は午後６時までの利用を１２月１日より可とします。 

＜テラス利用上での注意＞ 

・椅子は、移動不可とする。 

・大声での会話は控える。 

・通行者に迷惑をかけない。 

・長時間の利用はしない等 

                                      以上 

 

 

 

                             

 

新型コロナウィルス感染拡大予防への対策について 



 

 

 

 

 

第 20回大阪オープンベテランテニス選手権大会 

（ギンナンカップ） 

 70歳以上 シングルス 

 優勝 織田 美代子 

 

 

 

名古屋オープンベテランテニストーナメント（9月） 

 70歳以上 シングルス 

 優勝 中村 光治 

 

第 50回岐阜県シニアテニス夏季大会 

ダブルス 140 松井 文子 

おめでとうございます。 

  

優勝おめでとうございます。 



                          

 

 

 

 

 

SENKO CUP 

 

男子 70歳ダブルス 

優 勝 江口 正俊、石黒 隆雄 

準優勝 立松 康則、寺本 博 

 

男子 65歳ダブルス 

優 勝 石黒 隆雄、小川 敏 

 

女子 65歳シングルス 

優 勝 櫻井 裕子 

 

女子 65歳ダブルス 

準優勝 櫻井 裕子、竹内かづゑ 

 

女子 60歳ダブルス 

準優勝 加藤 みつこ、立松 美津技 

 

男子 55歳ダブルス 

優 勝 加藤 進、松本 健一郎 

 

女子 55歳シングルス 

準優勝 野嵜 八重子 

 

女子 55歳ダブルス 

準優勝 入木 富士子 

 

男子 40歳シングルス 

優 勝 長谷川 良 

 

男子 40歳ダブルス 

優 勝 谷川 学之、長谷川 良 

 

応援ありがとうございました。 

 

 

おめでとうございます。 

 



 

 

 

SENKO CUP 

 

 

  



 

 

 

 

 今年度最後のグランドスラム、全仏オープンジュニア女子ダブルスで長谷川愛依（めい）・

松田組２R 突破、ベスト８進出！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 日行われた ジュニア女子ダブルス二回戦で長谷川愛依/松田絵理香組はオセアン・バベ

ル/フラビー・ブルニョン組（フランス）を 2-6,6-2,10-7のフルセットで破り準々決勝へ進

出しました。初戦同様、フルセットの末の逆転勝利でした。名古屋ローンテニス倶楽部の

レッドクレーでの戦い方を本場で遺憾なく発揮していると見受けられます。準々決勝も是

非、同様な戦い方で勝利をもぎ取って欲しいと祈願しています。 

 

  

ビッグニュース！！！ 

 



 

 

令和 2年 7月 27日   

会員の皆様へ 

一般社団法人 名古屋ローンテニス倶楽部 

エチケット・マナー部会長 

 

フェイスマスクの着用について(許可) 

 

このたび、新型コロナウイルス感染拡大の防止及び紫外線からの皮膚の保護の観点から、フェイス

マスク(マスクを含む)着用を、下記の条件で本日から許可する事と致します。 

記 

〈着用許可条件〉 

1. フェイスマスクの色・柄・形状は、名古屋ローンテニス倶楽部の歴史と伝統を踏まえて、品

位を損なわないものとする。 

ただし、以下のものは禁止とする。 

① 色 

・黒色系(離れて見たときに黒色と認識されるものを含む) 

・蛍光色 

・原色及び原色に近い色 

・華美な色 

② 柄 

・迷彩色(カムフラージュ柄と表記されているものを含む) 

・奇抜な柄 

・華美な柄 

③ 形状 

・下部がフリル状になっているもの及びフリルがついたもの 

2. 会長杯、クラブチャンピオン、友好クラブとの対抗戦等の公的な倶楽部主催試合では、着用

禁止とする。 

3. 練習試合においても、試合前と試合終了後には、フェイスマスクを外す又は下げる等を行い、

きちんと対戦相手と挨拶を行う。 

4. フェイスマスク着用時は、声が聞こえにくくなる為、大きな声で、カウント等をコールする。 

尚、今回、フェイスマスクの色、柄、形状については、抽象的な表現の禁止事項を設定する

に留め、個々には会員の皆様の品性に基づく選択、判断に委ねる事としました。 

しかしながら、複数のエチケット・マナー委員が会員の心得、エチケット細則に照らして著

しく品位を欠くと判断した場合は、個別にフェイスマスク着用をご遠慮頂く事が有りますの

で、ご承知下さい。      

          以上 

 

 

フェイスマスクについて 


