
第40回 LCCカ ップ争奪ジュニアソフトテニス大会実施要領

この大会は、兜童■1ヽ ′ブ 手ヽニスを通じて、心身共|こ健康で明る|、 、百彰成を目指し個々の技術の向上を図るととも

に、お互いの友情と交流を渋うジュニアのソフ ト千二スの普及 。発展「 ≡:■を養 う。

また、数少ないジュニアーn指導者間の交流と耗三二を図り指導技術t'F篭 ・向上を目指す。
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9時から8～ 10番コー トで実施します。遅れないように集合してください。
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14 雨天時の問い合わせ先  川並 携帯電話 090-3925-5352

15 表  彰  優勝者           賞状、LCCカ ップ、賞品

2位・3位及びベスト8    賞状、 |ヽ
ロフィー、賞品

参加賞・プログラムは全員

16 駐車場が少ないためできるだけ乗り合わせて来てください3車の予定台数を申込書の上段に必ず記入してください.

つつじが丘テニスコー トの敷地内 (駐車場も含む)|こは各クラブで車 1台のみの乗り入れとなります。駐車場関係

につきましては、後日連絡します。
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