
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）

滑川　琢也

松田　英美

高井　千都子　

井上　みどり

大会委員 山本　佳代子

藤田　公雄

8:45集合 No.２～9

9:30集合 No. 1・10

～ コンソレーション

8:45集合 No.2～7・9・10

9:30集合 No. 1・8・11

～ コンソレーション

8:45集合 No.２～9

9:30集合 No.10～15

10:00集合 No. 1

～ コンソレーション

　①　日程表の集合時間までには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　試合前の練習はサービス4本のみとします

　⑥　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）

　⑦　天候その他進行上の都合により、試合方法を変更することがありますのでご了承ください

　⑧　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）

　⑨　競技中の事故については、責任はおえません

注　　意　　事　　項

男子Ａ級 9:30集合 全員

ベテラン男子 9:30集合 全員

男子Ｂ級

レフェリー

事務局

開催日 ６月１日(金) ６月２日(土) ６月３日(日)

ベテラン女子

女子

ディレクター

 第38回 ＤＵＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮ テニストーナメント兵庫県大会

2018年
『ＤＵＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮ トーナメント関西大会兵庫県予選』

大会会長

大会委員長



氏名 所属 順位

本倉　和弥 三菱電機
澤井　達也 ｋ-ﾚﾝｼﾞｬｰ

吉本　光布 こけこっこ～
河合　佑亮 こけこっこ～

小山 央人 三菱電機
丹波谷 克志 三菱電機

　

金月 雄一郎 ALL FREE 浅田 健 土山'S

山名 慶一 ALL FREE 大隅 雄太 土山'S

西郡 信弥 フリー 上角 真一 フリー

鳥居 佳生 フリー 山内 健裕 フリー

河原 悠介 フリー 大岸 直裕 フリー

吉田 奨平 フリー 春増 健太 フリー

赤畑 亨 三菱電機 前田 智義 ぐらんPa

佐野 恭央 三菱電機 井上 寛仁 ぐらんPa

白井 健太 天王山倶楽部 柴田 将道 デンソ－テン

三谷 渉 デンソ－テン 追立 知浩 デンソ－テン

渡邊 雄輝 ITC 福田 修平 PAL

松田 隆志 ITC 速水 祐太朗 三菱電機

田中 政道 シスメックス 福田 恵介 REX KOBE

岡田 昌也 シスメックス 徳村 輝大 REX KOBE

石田 勇介 フレ－ムショット

古矢 智弘 フレ－ムショット

氏名 所属 順位

柿崎 仁志 太子ＴＣ
渋谷 泰信 ぐらんＰa

本田 和久 サンランドロイヤル
渡辺 潤一郎 サンランドロイヤル

山本　純 丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ
鈴木 弘則 土山’S

男子Ａ級ダブルス

1 2 3 完了試合数 成績

2

1

男子Ｂ級ダブルス

1 8

2 9

3

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

15

男子ベテランダブルス

1 2 3 完了試合数 成績

2

1

3



磯奥 詞子 Y'ours kobe 05 阪下 利香子 SITC

北野 由子 Y'ours kobe 05 神山 朋子 Team E

森下 圭 Trantotte 若竹 智佳恵 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

平松 正子 Trantotte 早野 知実 カクテル企画

橋本 尚美 多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ 柳沢 由紀 フリー

小山 聖子 万博TG 小島 三佳 すま離宮TS

小林 桂 Trantotte 桜井 りか TASU-club

三木 一恵 トップラン 山口 久美子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC

荒木 三千代 トップラン 榊 淳子 ロベリア

森 サトミ Team E 木村 絵奈 サンランドロイヤル

脇本 郁子 デンソ－テン 西山 博美 サンランドロイヤル

森田 恵美 デンソ－テン 小森 則子 協同学苑

竹内 浩美 書写ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 岩越 雅美 ITC

鷲尾 ちえみ フリー 一ッ家 由紀代 フリー

柿崎 香 書写TC 早野 眞代 フリー

有吉 恵美子 ノア加古川 早野 百英 フリー

釘宮 里美 すま離宮TS

澤井 麻衣 K-ﾚﾝｼﾞｬｰ
湊 朱美 西神TG

川口 美沙 K-ﾚﾝｼﾞｬｰ
相澤 明美 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC

上村 留美子 ロベリア
曽谷 亜由美 S-SHOT

御廐 洋美 チームI
江原 千晶 香枦園

内田 美智代 阪急仁川
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女子一般ダブルス

1 6

2 7

女子ベテランダブルス

1 6

2 7


