
主　　催　 一般社団法人　兵庫県テニス協会

後　　援 株式会社　ダンロップスポーツマーケティング

会　　場 三木総合防災公園室内テニス場（ブルボンビーンズドーム）

吉川総合公園

滑川　琢也
松田　英美
大久保　茂　

ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 高井　千都子　
井上　みどり

大会委員 早野　知実
藤田　公雄

  8：45集合

  9：45集合

10：15集合

10：45集合

  8：45集合

  9：15集合

11：45集合

12：15集合

　①　集合時間には試合が出来る状態で本部に出席を届けてください

　②　試合の進行はすべてオーダーオブプレイにより掲示し、原則として放送はしません

　③　セルフジャッジとします。勝者は試合終了後直ちにボールとスコアーを本部へ届けてください

　④　試合は８ゲームズプロセット（８オールタイブレーク）ノーアドバンテージ

　⑤　コンソレは6ゲ-ム先取（ノ－アドバンテ－ジ）

　⑥　試合前の練習はサービス4本のみ、使用球はダンロップフォート・イエローとします

　⑦　試合はＪ.Ｔ.Ａルールによります。服装はテニスウエアをご着用ください（Ｔシャツは不可）

　⑧　天候その他進行上の都合により、日程を変更することがありますので、各自ご確認ください

　⑨　ブルボンﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑはハードコート用のテニスシューズをご使用ください（砂等は必ず落としてください）

注　　意　　事　　項

男子A級
NO.　2 ・ 3　　 　　　　　　　　　　

NO.　1 ・  4 ～ 9　　　　 　　　　

ベテラン男子
NO.　2 ・ 3 　　 　　　　　 　　　　

NO.　1 ・ 4 ・ 5　　　　　　　　　　

会場 ブ　ル　ボ　ン　ビ － ン　ズ　ド － ム

男子B級

NO.　2 ・ 3 ・ 8 ・ 9 ・ 17 ・ 18  

NO.　11 ～ 14　　   　　　　　 　

NO.　1 ・  4 ～ 7  ・ 10  　　　　

NO.　15 ・ 16  ・ 19　　　　　　　

開催日 7月16日(日)

ディレクター

レフェリー

事務局

『 DUNLOP SRIXON ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ関西大会 2017兵庫県予選 』　

大会会長
大会委員長

第３７回 DUNLOP SRIXON テニスト-ナメント兵庫県大会



加古　龍興 土山’S 澁田 真宏 Team UG

中西　智治 土山’S 櫻井 崇晴 中岡共和国

行田　武史 KTT 石川　達也 アシックス

高井　将行 KTT 西田　健 フリー

林 界 土山’S 吉本　光布 こけこっこ～

鈴木 文哉 土山’S 河合　佑亮 こけこっこ～

植本　颯太郎 フリー 本倉　和弥 三菱電機

永田　光 フリー 澤井　達也 Ｋ－レンジャーズ

増田　翔 サウスキャッツ

戸谷　晃士 サウスキャッツ

金月 雄一郎 ALL FREE 佃　裕弥 三菱重工高砂

山名 慶一 ALL FREE 山本　幸雄 三菱重工高砂

辻本　万里 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞBM 山本 侑生　 ぐらんＰa

小林　修基 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞBM 宇梶 祐介 ぐらんＰa

三浦 高広 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ 文谷 寿宏 ALL FREE

八木 郁弥 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉ 金月 道生 ALL FREE

岩田 悟志 三菱電機 佐野 恭央 三菱電機

中筋 翔太 三菱電機 赤畑 亨 三菱電機

宮川　貴志 姫路ローン 井上　雄太 北須磨OB

辰巳　和宏 姫路ローン 室田　大騎 北須磨OB

中村 勇一 KTT 森下　貴博 広野田園

福田 修平 KTT 小園井　大樹 J-J-Jacks

南明 進哉 トップラン 上角 真一 フリー

谷垣 友彰 トップラン 山内 健裕 フリー

仲田 一希 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC 吉川　健一 KTT

井上 貴照 六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞTC 村上　絢亮 KTT

斉藤　航平 KTT 井上 寛仁 ぐらんＰa

石田　勇介 KTT 前田 智義 ぐらんＰa

鈴木　隆太 三菱重工高砂

白波瀬　一貴 三菱重工高砂

柿崎 仁志 太子TC 後藤　繁昭 兵庫県庁

渋谷 泰信 ぐらんＰa 堤　英俊 兵庫県庁

浜田 正志 西神ＮＴＧ 市丸 勝之 ＳーＳＨＯＴ

山崎 照弘 西神ＮＴＧ 印部 泰男 印部TC

弓田 啓一郎 フリー

竹原 直幸 フリー
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男子B級ダブルス

第37回 ＤＵＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮ テニストーナメント兵庫県大会
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