
平成 30 年度第 72 回兵庫県民体育大会テニス競技開催要項 (一般の部)   

（兼 平成 30 年度国体兵庫県第１次予選）  

  

主 催：兵庫県・兵庫県教育委員会・（公財）兵庫県体育協会・（一社）兵庫県テニス協会 

主 管：一般社団法人 兵庫県テニス協会  

後 援：文部科学省・日本体育協会・県下各市郡教育委員会・県下各市郡テニス協会・(株)神戸新聞社 

協 賛：㈱ダンロップスポーツマーケティング・㈱トアルソン 

日 程：平成 30 年 5 月 3 日(木)・4 日(金)  

会 場：三木総合防災公園屋内テニス場（ブルボンビーンズドーム） コートはハードコート９面（デコターフⅡ）、駐車場は無料  

種 目：男子シングルス・男子ダブルス・女子シングルス・女子ダブルス    

参加資格：各種目とも兵庫県テニス協会加盟団体の会員で、兵庫県内在住・在勤・在学者である事。協会に加盟していない方は

臨時登録料５００円(1 種目)を納付して参加できます。ただし高校生以下は参加できません。    

試合方法：各種目とも１セットマッチ(６オール後７ポイントタイブレーク方式)。   

決勝戦のみ３セットマッチ(各セットとも６オール後７ポイントタイブレーク方式)としますが進行上の都合により変更する場

合もあります。   

試合球：ダンロップ・フォート(イエロー)  

参加料：シングルス 1 人 4,100 円・ダブルス 1 組 4,100 円 （内 100 円はテニス王国兵庫育成強化基金として充当いたします）  

     ＊一般男子シングルスおよび一般女子シングルスの 1 位・2 位は全日本テニス選手権兵庫県予選（国体兵庫県 2 次予選）

の出場権が与えられます。 

申込締切：平成 30 年４月 2 日(月)必着。別紙申し込み用紙に必要事項を記入の上、下記口座に事前に振り込んだ上、「振込

の控え」のコピーを参加申込書に同封してください。（振込控えのコピーがない申込は受付できません） 

仮ドローの郵送を希望される方は、表に住所・氏名、裏に参加種目を記入の上、 

返信用封筒(長形 3 号に必ず切手 92 円分を貼る事)を同封してください。   

 

振込口座： ゆうちょ銀行 00900－5－302220 （一社）兵庫県テニス協会  

他行から振込む際は、〇九九（ゼロキュウキュウ）支店 当座 0302220 です。 

（口座名義のカナ表示→  「シャ）ヒョウゴケンテニスキョウカイ」 ） 

※振込料は各自ご負担願います。 

  

申し込み先：〒651-2113   神戸市西区伊川谷町有瀬 967-6  ハイツ・エフオート 101 

(一社) 兵庫県テニス協会 県民大会係 宛   

TEL：078-974-7787    FAX：078－974－0948  

E-mail: h-tennis-a＠able.ocn.ne.jp 

 

 「大会実施要項・仮ドロー等」は兵庫県テニス協会ホームページからダウンロードできます。   

            HＰアドレス http://www.hyogo-tennis-as.com/     

   

その他：  1 大会本部の判断により本要項の内容を変更する場合もあります。   

2 本大会は日本テニス協会のテニス規則及びトーナメント諸規則を適用します。   

3 競技中の怪我・病気の応急処置はしますが、その後の責任は負いません。   

4 申込書に記載された個人情報は大会の資料のみに使用します。   

5 本大会は全てのプレーヤーを公平に扱います。  
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平成 30 年度第 72 回兵庫県民体育大会テニス競技開催要項 （ベテランの部）  

（兼 日本スポーツマスターズ 2018 北海道大会兵庫県予選） 

 

主 催：兵庫県・兵庫県教育委員会・（公財）兵庫県体育協会・（一社）兵庫県テニス協会 

主 管：一般社団法人 兵庫県テニス協会  

後 援：文部科学省・日本体育協会・県下各市郡教育委員会・県下各市郡テニス協会・(株)神戸新聞社 

協 賛：㈱ダンロップスポーツマーケティング・㈱トアルソン  

日 程：平成 30 年５月 5 日(土)･6 日(日)  

会 場：三木総合防災公園屋内テニス場（ブルボンビーンズドーム）  コートはハードコート（デコターフⅡ）９面、駐車場は無料  

種 目：男子３５歳以上シングルス・ダブルス(昭和 58 年 12 月 31 日以前の誕生日)  

          男子４０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 53 年 12 月 31 日以前の誕生日)  

          男子４５歳以上シングルス・ダブルス(昭和 48 年 12 月 31 日以前の誕生日)  

          男子５０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 43 年 12 月 31 日以前の誕生日)   

          男子５５歳以上シングルス・ダブルス(昭和 38 年 12 月 31 日以前の誕生日)  

          男子６０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 33 年 12 月 31 日以前の誕生日) 

          男子６５歳以上シングルス・ダブルス(昭和 28 年 12 月 31 日以前の誕生日) 

          男子７０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 23 年 12 月 31 日以前の誕生日）  

          女子４０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 53 年 12 月 31 日以前の誕生日)   

          女子５０歳以上シングルス・ダブルス(昭和 43 年 12 月 31 日以前の誕生日)  

参加資格：1．各種目とも兵庫県テニス協会加盟団体の会員で、兵庫県内在住、在勤、在学者である事。   

協会に加盟していない方は臨時登録料 500 円(1 種目)を納付してください。   

               2．申し込みは 1 人につきシングルス 1 種目、ダブルス 1 種目とします。   

(注)シングルス・ダブルス両種目に出場する方は年齢の異なる種目に出場する事は出来ません。   

3．1 種目のエントリー数は３ドロー以上で成立します。   

試合方法：各種目とも 1 セットマッチ(６オール後７ポイントタイブレーク方式)。 決勝戦のみ３セットマッチ 

(各セットとも６オール後７ポイントタイブレーク方式)としますが進行上の都合により変更する場合もあります。   

試合球：ダンロップ・フォート(イエロー) 

参加料：各種目ともシングルス 1 人４,１００円・ダブルス 1 組４,１００円   

   （内１００円はテニス王国兵庫育成強化基金に充当します）   

          ＊男子３５歳以上シングルス、男子４５歳以上ダブルス、女子４０歳以上シングルス、女子４０歳以上ダブルスの各優勝

者には、今年９月北海道で開催予定の日本スポーツマスターズ 2018 の兵庫県代表資格が与えられます。 

申込締切：平成 30 年４月２日(月)必着。別紙申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を、下記口座に事前に振り込んだ

上、「振込の控え」のコピーを参加申込書に同封してください。（振込控えのコピーがない申込は受付できません） 

仮ドローの郵送を希望される方は、表に住所・氏名、裏に参加種目を記入の返信用封筒(長形 3 号に必ず返信用切手

92 円分を貼る事)を同封してください。    

振込口座：  ゆうちょ銀行 00900－5－302220 （一社）兵庫県テニス協会  

他行から振込む際は、〇九九（ゼロキュウキュウ）支店 当座 0302220 です。 

（口座名義のカナ表示→「シャ）ヒョウゴケンテニスキョウカイ」）※振込料は各自ご負担願います。 

申込先：〒651-2113  神戸市西区伊川谷町有瀬 967-6 ハイツ・エフオート 101 (一社) 兵庫県テニス協会県民大会係 宛   

TEL：078-974-7787    FAX：078－974－0948  E-mail: h-tennis-a＠able.ocn.ne.jp 

「大会実施要項・仮ドロー等」は兵庫県テニス協会 HP からダウンロードできます。HＰhttp://www.hyogo-tennis-as.com/  

その他：  1 大会本部の判断により本要項の内容を変更する場合もあります。   

2 本大会は日本テニス協会のテニス規則及びトーナメント諸規則を適用します。   

3 競技中の怪我・病気の応急処置はしますが、その後の責任は負いません。   

4 申込書に記載された個人情報は大会の資料のみに使用します。   

5 本大会は全てのプレーヤーを公平に扱います。   
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一般

        　Ⓢ 第72回兵庫県民大会テニス競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテランの部シングルス申込用紙一般の部　シングルス申込用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 出場種目 を○で囲んでください。

男子 女子

　　　　　※ 個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用します。

フリガナ

氏名 生年月日（西暦） 　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　歳

現住所 〒

ＴＥＬ （　　　　　） 携帯 （　　　　　）

所属

勤務先名 住所
勤務先 〒

昨年度本大会成績 　　　　　　 （ＪＯＰランキング）　
戦績 月　　日現在　　　　　歳以上　　　　　位　　　　　ポイント

申込締切：　　4月　2日（月 ）　必着



一般

        　Ⓓ 第72回兵庫県民大会テニス競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテランの部ダブルス申込用紙一般の部ダブルス申込用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 出場種目 を○で囲んでください。

男子 女子

　　　　　※ 個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用します。

　　本人 パートナー

フリガナ

氏名

生年月日 年　　月　　日生　　　　歳 年　　月　　日生　　　　歳

現住所 〒 〒

ＴＥＬ （　　　　　）　 ＴＥＬ （　　　　　）
携帯 （　　　　　） 携帯 （　　　　　）

所属

勤務先名 勤務先名
勤務先

〒 〒
住所

ＴＥＬ　　　　（　　　　） ＴＥＬ　　　　　（　　　　）
前年度本大会 前年度本大会

戦績

ＪＯＰランク 現在　　　　歳以上　　　位　　　　Ｐ 現在　　　　歳以上　　　位　　　Ｐ

申込締切：　　4月　2日（月 ）　必着



ベテラン

        　Ⓢ 第72回兵庫県民大会テニス競技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテランの部シングルス申込用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 出場種目

　　　　　※ 個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用します。

フリガナ

氏名 生年月日（西暦） 　　　年　　　月　　　日　　　　歳

現住所 〒

ＴＥＬ （　　　　　） 携帯 （　　　　　）

所属

勤務先名 住所
勤務先 〒

昨年度本大会成績 　　　　　　 （ＪＯＰランキング）　
戦績 月　　日現在　　　　　歳以上　　　　　位　　　　　ポイント

男子

女子

歳以上

歳以上

申込締切：　　4月　2日（月 ）　必着



ベテラン

        　Ⓓ 第72回兵庫県民大会テニス競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテランの部ダブルス申込用紙

申込締切：　　4月　2日（月 ）　必着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 出場種目 を○で囲んでください。

　　　　　※ 個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用します。

　　本人 パートナー

フリガナ

氏名

生年月日 年　　月　　日生　　　　歳 年　　月　　日生　　　　歳
現住所 〒 〒

ＴＥＬ （　　　　　）　 ＴＥＬ （　　　　　）

携帯 （　　　　　） 携帯 （　　　　　）

所属

勤務先名 勤務先名

勤務先

〒 〒
住所

ＴＥＬ　　　　（　　　　） ＴＥＬ　　　　　（　　　　）
前年度本大会 前年度本大会

戦績

ＪＯＰランク 現在　　　　歳以上　　　位　　　　Ｐ 現在　　　　歳以上　　　位　　　Ｐ

男子

女子

歳以上

歳以上


