
※　試合会場には、コーチや応援の方のご来場はお断りいたします

１．会場受付時での予防

　①新型コロナウイルス感染症について大会当日の健康確認画面を毎回当日の受付に提示、

または健康確認書を記入のうえ毎回当日の受付にご提出下さい。

→　健康確認web入力画面はこちら 又はQRコードから　→

大会出場中もしくは出場後1週間以内に新型コロナウィルス感染症が発症した場合は、

大会主催者にも連絡を入れてください。その際、保健所の指示のもと記載の個人情報

を使用する場合があります。

　②エントリー代については当日徴収、トレイにて受け渡しをさせていただきます 

       個人(封筒に１組分の金額を入れ・表に２人のお名前を記載しお持ちください)

　➂体調がよくない場合は出場を見合わせてください

　  （例: 発熱や、軽症でも 咳・咽頭痛などの症状がある場合）

２．会場内での予防（会場内にアルコール消毒液を設置しています）

　①会場内では小まめな手洗い或いは消毒液で手指消毒を必ず行ってください

　②会場施設内においても除菌処理を出来る限り実施いたします

　③会場内では常時マスク着用をお願いいたします(フェイスマスクのみの着用不可)

　　※距離が十分に確保でき、会話がない場合等はマスクを外しての待機は可

　④大きな声での会話や人との距離が密にならないようお願いします

　⑤食事の際の会話はできる限り控え、黙食をお願いいたします

　⑥会場内での人数制限により試合終了後にお帰り頂くようお願いする場合があります

　　

３．試合中での予防

　①試合中のフェイスマスクの着用は認められません（首掛けも不可）

　②試合終了後の握手を中止いたします

　③試合終了後速やかに手洗い或いは手指の消毒をお願いいたします

※ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、

主催者の指示に従がっていただけるようお願いいたします

以上

（　選手・協賛スタッフ・運営スタッフのみです）

大会開催に際しての注意事項

2022年9月改訂

一般社団法人　兵庫県テニス協会

大会に出場されます皆さまの健康と安全確保を目的とした予防措置として

       　　　　 行政機関等の指導に則った下記の内容についてご案内いたします

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_yLh-YYwZvo8hZS5gNGfYWMcfo1WnJz1Wabb8a8ZQ44jiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_yLh-YYwZvo8hZS5gNGfYWMcfo1WnJz1Wabb8a8ZQ44jiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_yLh-YYwZvo8hZS5gNGfYWMcfo1WnJz1Wabb8a8ZQ44jiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


【 大 会 会 長 】 滑川 琢也   （一般社団法人 兵庫県テニス協会  会 長）     

【 委 員 長 】 酒井 雅弘   （一般社団法人 兵庫県テニス協会統括本部長）

【 副 委 員 長 】 早野 知実   （一般社団法人 兵庫県テニス協会女子委員長）

【 競 技 委 員 】 岡本 三智代　友廣英子　

【 事 務 局 】 藤田 公雄   （一般社団法人 兵庫県テニス協会事務局長）

【 日 程 】

※天候不順時の開催状況はツイッターでお知らせします

【 種 目 】

【 会 場 】

【 試 合 方 法 】 1セットマッチ(７ポイントタイブレ-ク・ノ－アドバンテ－ジ)

【 使 用 球 】 ダンロップフォ－ト

【 服 装 】 日本ﾃﾆｽ協会規定通りとする（Tシャツ不可、ロゴに注意）

【 注 意 事 項 】

【問い合わせ先】

  メ-ル：h-tennis-a@able.ocn.ne.jp

 大会当日　　岡本三智代　　090-9110-2682

　　　　　　　　  全種目の結果はHPに掲載します

※　受賞者につきましてはHP掲載されるフォト撮影があります(本人承諾の上撮影いたします)

（一社）兵庫県テニス協会　078-974-7787

「ＪＴＡテニスルールブック２０２２」に準じて試合を行います

　　　　    ※ 新型コロナウイルスについての確認書を大会当日 必ず毎日ご提出ください

   ※ 大会注意事項・運営担当者の指示に遵守・ご協力をお願いします

　　  ※　会場はきれいにご使用下さい・ゴミ等は必ず各自お持ち帰り下さい

 天候その他の諸事情により本大会の内容(会場・試合方法等)を変更する場合があります

大会中の事故等については一切責任を負いませんのでご了承下さい

勝者はスコア・ボールを本部に届けて下さい

ブロンズ シルバ－ ゴ-ルド・プラチナ

１7日　　本戦　～　Best８
コンソレ～ Best４ 本戦・コンソレ　～決勝 本戦・コンソレ　～決勝

18日　～決勝　９：30集合

※　全種目の集合時間はドロ-に掲載

女子ダブルス

ブルボンビ－ンズド－ム　(デコターフⅡハードコート)

初戦敗者はコンソレ-ションを行います (6ゲ-ム先取ノ－アドバンテージ)

練習は初戦のみサービス4本とします(次戦から即試合を始めてください)

大　会　役　員

大　会　要　項

10月17・18日(月・火) 10月18日(火) 10月19日(水)



岩崎 佳苗・赤塚 かおる

9:15 (Runup・天王山倶楽部)

9:15 渡邉 真由美・平野 麻美子

8:45 (香枦園)

中井 美紀子・中野 尚代

9:45 (GR8・阪急仁川)

石丸 清子・小林 裕恵

9:15 (Team-F・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

大原 芳子・村脇 佳子

9:45 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

長 智恵子・久保 晴美

8:45 (一般)

桑嶋 乃梨子・岡 美智代

9:45 (岩田特戦隊・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

水谷 有美・久保田 志津

8:45 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

西川 名美・西山 由紀子

9:45 (一般・C&D)

園山 真紀・越智 ゆり

8:45 (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

吉田 直美・谷河 聖子

9:45 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

玉 清美・川﨑 詩乃

8:45 (一般・TC神戸)

牧野 由美子・西元 祥代

9:45 (Runup)

中西 佳奈美・三反畑 加代子

8:45 (Team-F)

木落 民子・黌農 佳永子

9:45 (ﾉｱ西宮・CIRCLE S)

中塚 麻由子・長谷川 寿美

8:45 (三木ﾛｲﾔﾙTC・Sﾃﾆｽ)

髙田 玲子・魚澤 めぐみ

9:45 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

青田 希望・塩野 浩子

8:45 (Runup・一般)

田井 洋子・藤沢 かおる

10:15 (ﾉｱ西宮・一般)

古舞 直実・小室 利美

8:45 (ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS・ﾛﾍﾞﾘｱ)

今井 恵子・佐藤 由美子

10:15 (香枦園)

鷹取 典子・桂木 宏美

9:15
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

星野 雅子・仲林 尚子

10:15 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

伊藤 裕美子・中尾 みゆき

9:15 (すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾)

中安 明子・開地 美香

10:15 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

大谷 博美・大土井 愛子

9:15 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・一般)

池浦 政子・安永 千晶

10:15 (松田ﾃﾆｽ塾)

松田 圭子・中末 則子

9:15 (すずらんﾛｰﾝTC)

中井 玲子・藤原 知美

10:15 (TC神戸)

田中 あゆみ・浦岡 美香

9:15 (ﾉｱ西宮)

伊田 成美・中山 尚子

9:45 (香枦園・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

10:15 川髙 恵子・濱田 寿代

9:15 (team よっし～☆・すま離宮TS)

石末 満里・松永 きよみ
(ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ神崎川)

1 村上 仁美・永峰 志帆 (ﾉｱ西宮・一般) 9 濱本 佳子・和田 真理子 (阪急仁川)
2 (ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ神崎川) 水谷 有美・久保田 志津 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

中塚 麻由子・長谷川 寿美 (三木ﾛｲﾔﾙTC・Sﾃﾆｽ) 伊藤 裕美子・中尾 みゆき (すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾)
山名 かおり・久保 千鶴 (すま離宮TS) 12 有年 日登美・西牧 佳子 (星和高原TC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

5 小山 利枝・片山 八千子 (三木ﾛｲﾔﾙTC) 13 福岡 秀実・石原 まり子 (香枦園)
岩崎 佳苗・赤塚 かおる (Runup・天王山倶楽部) 西川 名美・西山 由紀子 (一般・C&D)
髙田 玲子・魚澤 めぐみ (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 中安 明子・開地 美香 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

8 井上 真己・杉本 祐希 (香枦園) 16 桐山 則子・手島 あゆみ (TC神戸・万博TG)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

【シード選手】

石末 満里・松永 きよみ ～
3～4

～ ～

32 城戸 美奈子・佐伯 菜央 65
(すま離宮TS・ITCいぶきの森)

33 小山 利枝・片山 八千子 66
(三木ﾛｲﾔﾙTC)

30 山内 清美・岡田 由佳 63
(GR8)

31 石山 智子・狭間 啓子 64
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC・永岡庭球道場)

28 薮内 博子・木田 千絵 61
(TC神戸・阪急仁川TS)

29 西堀 純子・遠藤 純子 62
(ﾉｱ西宮・香枦園)

26 濱本 佳子・和田 真理子 59
(阪急仁川)

27 藤井 いさ子・完山 尚未 60
(一般)

24 白瀬 千富・黒田 宮美子 57
(協同学苑TS・BESPO)

25 福岡 秀実・石原 まり子 58
(香枦園)

22 久保田 美鈴・長岡 智子 55
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

23 中島 加奈美・白石 美代子 56
(Runup)

20 楠 容子・尾﨑 久美子 53
(松田ﾃﾆｽ塾)

21 﨑浴 三奈子・平田 裕子 54
(TC三田)

18 山名 かおり・久保 千鶴 51
(すま離宮TS)

19 東根 明美・仲西 麻弥 52
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・わくわく稲美TC)

16 山下 圭・塩道 靖子 49
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

17 井上 真己・杉本 祐希 50
(香枦園)

14 安藤 絵美・鈴木 昌美 47
(西神NTG・わくわく稲美TC)

15 稲本 法子・橘高 ひとみ 48
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

12 藤本 初美・香川 由美 45
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

13 大山 尚美・保田 広子 46
(松田ﾃﾆｽ塾・KTC)

10 有年 日登美・西牧 佳子 43
(星和高原TC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

11 賀集 彰子・萩原 和子 44
(すま離宮TS・三木ﾛｲﾔﾙTC)

8 三木 さゆり・古市 珠美 41
(GR8)

9 桐山 則子・手島 あゆみ 42
(TC神戸・万博TG)

6 藤原 友鼓・岡野 愛 39
(TC神戸)

7 溝口 亜紀・茂木 祐子 40
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Runup)

4 谷郷 美奈子・森崎 尚子 37
(ﾉｱ姫路・DRIVE.B.B)

5 佐藤 夏枝・吉田 美枝 38
(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS・NAS)

2 細谷 静花・岡崎 英子 35
(香枦園・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

3 前田 由美子・渡部 秀子 36
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

2022 第13回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

10月 17・18日(月・火) ブルボンビ－ンズド－ム

ブロンズ

1 村上 仁美・永峰 志帆 34
(ﾉｱ西宮・一般)



宮路 知子・小西 真琴

8:45 (ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・一般)

9：15 井関 純子・渡邊 豊恵

8:45 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

奥野 千鶴・日尾 温子

8:45 (Sﾃﾆｽ)

井上 英美・新堂 さゆり

8:45 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

鷺坂 優子・大森 悦子

9:15 (阪急仁川TS・本山ｲﾝﾄﾞｱ)

9：45 根木 亜希・岡本 晶子

8:45 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾉｱBM)

長佐古 円・川人 由加里
(一般・Do planning)

木村 真弓 ・笹尾 陽子

8:45 9:15 (松田ﾃﾆｽ塾)

中山 里茶・石田 真美
(香枦園・阪急仁川TC)

矢田 有加・古澤 裕子

8:45 9:15 (阪急仁川TS・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

清水 可奈子・湯澤 理香
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

薦田 妙子・阪上 由美子

8:45 9:15 (TASU-Club・Do planning)

相澤 明美・正井 雪江

9：45 (すま離宮TS・ﾐｽﾞﾉ和田岬)

飯田 啓子・小野 益美

8:45 (ｻｳｻﾘｰﾄ・TC神戸)

1 赤井 智美・三好 真依子 (一般) 5 光冨 寛海・松山 みか (松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

2 飯田 啓子・小野 益美 (ｻｳｻﾘｰﾄ・TC神戸) 宮路 知子・小西 真琴 (ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・一般)

長佐古 円・川人 由加里 (一般・Do planning) 木村 真弓 ・笹尾 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾)

菊池 奈緒美・荒木 三千代 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 8 福嶌 由美子・武村 真由美 (Sﾃﾆｽ)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

【シード選手】

～

3～4

14 内田 和子・福本 麻紀 29
(CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

15 光冨 寛海・松山 みか
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

12 松本 明子・鶴本 恭子 27
(西神NTG)

13 古庄 信子・安田 ゆり子 28
(阪急仁川TS・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ)

10 藤井 優子・田中 礼子 25
(ITC六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・CIRCLE S)

11 村上 由紀・油野 陽子 26
(阪急仁川TS・ﾉｱ西宮)

8 菊池 奈緒美・荒木 三千代 23
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

9 橋本 尚美・小山 聖子 24
(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

6 前田 京子・岩本 ﾕﾘ子 21
(ﾛﾍﾞﾘｱ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

7 福嶌 由美子・武村 真由美 22
(Sﾃﾆｽ)

4 中尾 裕子・前川 綾子 19
(TASU-Club・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

5 上野 麻紀・堤 圭香 20
(TC神戸)

2 山村 納奈子・川端 美春 17
(香枦園)

3 岡 智香・岡田 綾 18
(香枦園)

2022 第13回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

10月 18日(火) ブルボンビ－ンズド－ム

シルバ－

1 赤井 智美・三好 真依子 16
(一般)



佐野 陽子・荒山 智子

9:15 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

9:15 川口 まゆみ・中塚 文子

8:45 8:45 (ITCいぶきの森・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

米岡 朋子・生島 恵理子
(ﾉｱ西宮)

小林 温子・田中 久美

8:45 8:45 (ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

水鳥 美津子・大橋 扶企子

9:15 (TS-書写)

出口 良子・小物谷 雪子

8:45 (Team-F)

竹内 多香子・黒崎 育美
(すま離宮TS)

9:15 福永 奈美・水方 紀代

9:15 8:45 (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

植野 啓子・池野 友美

8:45 (Sﾃﾆｽ)

松田 希・谷 麻由美

8:45 (ｺｽﾊﾟ神崎川・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

中澤 恵子・山中 和子

8:45 9:15 (Runup・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

9:15 長安 幹子・片山 直子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

1 三木 一恵・鈴木 生 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 5 下岸 眞代・丸山 里夏 (ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

2 長安 幹子・片山 直子 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 佐野 陽子・荒山 智子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

出口 良子・小物谷 雪子 (Team-F) 竹内 多香子・黒崎 育美 (すま離宮TS)

小島 智美・曽谷 亜由美 (TASU-Club・S-SHOT) 8 西村 美緒・鶴見 裕子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Runup)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

森江 知代・内野 鶴子

10：00 (協同学苑TS・ﾛﾍﾞﾘｱ)

10：30 李 美奈子・滑川 富子

10：00 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・すずらんﾛｰﾝTC)

田中 玲子・加古 千佳

10：00 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

早野 知実・川島 純子

10：00 (ｶｸﾃﾙ企画・ﾉｱ西宮)

西澤 みゆき・後藤 君代

10：00 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

10：30 山本 裕子・力丸 庸子

10：00 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

豊田 環・磯田 珠可子
(GR8・TC三田)

1 早野 知実・川島 純子 (ｶｸﾃﾙ企画・ﾉｱ西宮)
2 小島 かおり・村上 宏美 (TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

7 沢辺 悦子・野村 芳子 14
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

【シード選手】
重坂 栄里子・野村 よし子 (松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

3～4
豊田 環・磯田 珠可子 (GR8・TC三田)

5 山崎 育代・須永 佐恵子 12
(ﾌｧﾐﾘｰTC・一般)

6 小林 晴美・松永 恵子 13
(香枦園)

3 藤村 百鈴・椎津 育子 10
(Trantotte・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

4 小島 かおり・村上 宏美 11
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

1 重坂 栄里子・野村 よし子 8
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

2 北村 冨美子・蓮本 真理 9
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

【シード選手】

～
3～4

プラチナ

12 池垣 百合・小林 真樹子 25
(阪急仁川TS・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

13 下岸 眞代・丸山 里夏
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

10 佐々木 惠子・山脇 千佳子 23
(Team-F・UNIT)

11 白田 篤子・田中 麻里 24
(TC神戸)

8 小島 智美・曽谷 亜由美 21
(TASU-Club・S-SHOT)

9 岩﨑 京子・山本 美奈子 22
(岩田特戦隊・ﾉｱBM)

6 下村 有加・竹内 未宝 19
(一般)

7 西村 美緒・鶴見 裕子 20
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Runup)

4 左近 文代・山口 仁美 17
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

5 江原 千晶・内田 美智代 18
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS・阪急仁川TS)

2 北浦 榮子・小森 則子 15
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・協同学苑TS)

3 審 佐和子・松持 知子 16
(ｺｽﾊﾟ神崎川・阪急仁川TS)

2022 第13回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

10月 19日(水) ブルボンビ－ンズド－ム

ゴ－ルド

1 三木 一恵・鈴木 生 14
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)



16 30・31 64・65 35

17 32・33 66 36

14 26・27 60・61 33

15 28・29 62・63 34

12 22・23 56・57 31

13 24・25 58・59 32

10 18・19 52・53 29

11 20・21 54・55 30

8 14・15 48・49 27

9 16・17 50・51 28

6 10・11 44・45 25

7 12・13 46・47 26

4 6・7 40・41 23

5 8・9 42・43 24

2 2・3 36・37 21

3 4・5 38・39 22

2022 第13回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

10月 17・18日(月・火) ブルボンビ－ンズド－ム

ブロンズ：コンソレ－ション

1 1 34・35 20



7 11・12 23・24 15

168 13 25

5 8 20 13

6 9・10 21・22 14

3 4・5 17・18 11

4 6・7 19 12

1 1 14 9

2 2・3 15・16 10

4 6・7 14 8

1 1 8・9 5

2 2・3 10・11 6

3 4・5 12・13 7

10月19日(水) 

6 10・11 25・26 14

7 12・13 27・28 15

8 14・15 29 16

プラチナ：コンソレ－ション

ゴ－ルド：コンソレ－ション

10月19日(水) 

4 6・7 22 12

5 8・9 23・24 13

2 2・3 18・19 10

3 4・5 20・21 11

2022 第13回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

 ブルボンビ－ンズド－ム

シルバ－：コンソレ－ション

10月18日(火) 

1 1 16・17 9


