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ＱＱＱＱ：：：：

ヒートルールとは何ですか？

ＡＡＡＡ：：：：
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     コーチングは受けることはできませんので注意して下さい。

ＱＱＱＱ：：：：

ＡＡＡＡ：：：：

       特に明確な規定はないようですが、公式の大会ではシャツではないとの理由で着用できない

大会もありますし、一方長袖とみなして着用を認めている大会もあります。

        

      規定に抵触する可能性があるので注意が必要です。

     ウェアの適否は、最終的にはレフェリーが判断しますので、参加する大会毎に確認をすることが

必要です。

：：：：夏季に行われる大会の要項に、ヒートルールを適用すると記載されていましたが、

ヒートルールとは何ですか？
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は第１・３日曜日に、大学のテニス仲間で楽しく厳しく行っています。ライバルは

二子玉学園で、熱い仲間たちと日々高めあっています。

今年のＲＡＩＮ注目選手は岡島・三好・宮村・安江です。

また、クラブ対抗など、試合には積極的に参加しています。期待してください！
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