
　

主催 ： 一般社団法人 兵庫県テニス協会

後援 ： 神戸新聞社

協賛 ： ネッツトヨタ神戸株式会社

： 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

： 株式会社トアルソン

期日 ： 令和元年10月19日(土)　予備日10月26日(土)

会場 ： 吉川総合公園テニスコート



大会会長 ： 滑川 琢也 (一社)兵庫県テニス協会 会長

大会副会長 ： 藤森　茂樹 (一社)兵庫県テニス協会 副会長

大会委員長　 ： 酒井　雅弘 （一社）兵庫県テニス協会 理事長代行

競技委員長 ： 松田 英美 （一社）兵庫県テニス協会 トーナメント本部長

ディレクター ： 髙井 千都子（一社）兵庫県テニス協会 ベテラン委員長

アシスタントディレクター ： 大久保 茂　　 村主 崇明

レフェリー ： 山本 佳代子

アシスタントレフェリー ： 友廣 英子 中島 宣子

事務局 ： 藤田 公雄

１０チームを抽選で３ブロックに分けて予選リーグ戦を行い、

Ａブロックの順位《１位、2位》とＢ、Ｃブロックの《１位》で、決勝トーナメントを行う。

Ａブロックの《３位、４位》とＢ、Ｃブロックの《２位、３位》で、下位トーナメントを

行う。

試合はすべて（ノーアドバンテージ）で行います。

試合は Ａブロックのリーグ戦は ６ゲーム先取

Ｂ、Ｃブロックのリーグ戦は ８ゲーム先取とする

トーナメントは１セットマッチ（6-6タイブレーク）で行う。

試合の順序は

①　女子ダブルス　　②　ミックスダブルス　　③　男子ダブルス　とする。

＊ 　審判はセルフジャッジとする。

＊ 　試合前の練習は初戦のみ３分間、その後の試合はすべてはサービス４本とする。

＊ 　試合球はダンロップフォートとする。

＊ 　試合当日の選手変更は男子1名、女子1名とする。(必ず受付時に本部に届けてください）

＊ 　選手の組合せは変更できます。

＊ 　オーダーは試合開始前に相手チームに提出してください。

＊ 　試合はJTAルールに準じます。服装はテニスウェアー・シューズを着用してください。

＊ 　試合中の怪我・病気については応急処置はいたしますが、責任は負いません。

＊   昼食の弁当と飲み物は各自でご用意ください。

＊ 　当日は９時から受付・抽選を行います。　試合は９時３０分開始です。

＊ 　参加料金　１チーム￥２１,６００は当日会場で受付時にお支払いいただきます。

＊ 　当日は雨でも会場にお越し下さい。

＊ 　試合方法は、天候その他の事情で変更されることがあります

大 会 委 員

試 合 形 式

注 意 事 項
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決勝　トーナメント

下位 トーナメント

B-２位

C-2位

B-3位
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B-1位

A-2位

C-１位

3位決定戦



都市名 明石市 男子１ 山本　剛 女子１ 卜部淳子

代表者 田中　勉 男子２ 三好隆弘 女子２ 佐藤浩美

男子３ 硯　隆雄 女子３ 硯　里子

都市名 尼崎市 男子１ 阿部欽亮 女子１ 河辺美枝

代表者 大鹿政雄 男子２ 大島俊計 女子２ 若竹智佳恵

男子３ 福澤健次 女子３ 早野知実

都市名 加古川市 男子１ 土嶋孝範 女子１ 松下茂美

代表者 土嶋孝範 男子２ 竹下俊文 女子２ 三又朋子

男子３ 松下　茂 女子３ 大塚初恵

都市名 神戸市 男子１ 西本陽一 女子１ 角　元子

代表者 藤森茂樹 男子２ 坪倉利孝 女子２ 三木範子

男子３ 藤森茂樹 女子３ 吉田悦子

都市名 川西市 男子１ 田島正廣 女子１ 松尾静江

代表者 日谷裕子 男子２ 佐藤泰弘 女子２ 渡辺郷子

男子３ 佐々木康治 女子３ 野口親子

都市名 三田市 男子１ 今井雅尚 女子１ 篠崎真規子

代表者 井上正次 男子２ 坂　祐三 女子２ 波野智子

男子３ 井上正次 女子３ 関口智子

都市名 高砂市 男子１ 田中　豊 女子１ 上野千鶴

代表者 田中　豊 男子２ 濱中正美 女子２ 岩本文子

男子３ 芦野弘行 女子３ 増田龍子

都市名 宝塚市 男子１ 屋代春幸 女子１ 山口久美子

代表者 奥村迪雄 男子２ 小林　仁 女子２ 山本智恵子

男子３ 梨本泰一 女子３ 徳田聡美

9 都市名 西宮市 男子１ 加山  仁 女子１ 本多恵子

代表者 清水弘治 男子２ 茶木孝雄 女子２ 西本晴美

男子３ 清水弘治 女子３ 山口明子

10 都市名 姫路市 男子１ 真田敬一 女子１ 渡辺真由美

代表者 真田敬一 男子２ 山本秀樹 女子２ 佐藤潤子

男子３ 金尾博和 女子３ 石井信子
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