
（一社）兵庫県テニス協会

※　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大会当日の体温を封筒に記載してください。 (２人のお名前・体温)

　②エントリ-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。 

　　(封筒に１組分の金額を入れ・表に２人のお名前・体温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。

　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今大会に限り、試合中のマスク・フェイスカバ－着用を認めます。

　②試合待機中のマスク着用をお願いいたします。

　③試合終了後の握手を中止いたします。

　④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

大会開催注意事項について

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。

（　選手・協賛スタッフ・運営スタッフのみです。）



令和3年3月15～17日(月～水)　予備日23・24日(火・水)
吉川総合公園
芦屋シーサイドテニス
住友総合グランド
アーバン六甲テニス倶楽部

（一社）兵庫県テニス協会
生活協同組合コープこうべ
神戸新聞社
（株）ダンロップスポーツマーケティング
日本女子テニス連盟 兵庫県支部
県下各市郡テニス協会

滑川 琢也 [（一社）兵庫県テニス協会 会長 ]
藤森 茂樹 [（一社）兵庫県テニス協会 副会長 ] 

田村 孝子 [ 生活協同組合コープこうべ執行役員 ]
石田 敦 [ 芦屋シーサイドテニス支配人 ]
松田 英美 [ 日本女子テニス連盟兵庫県支部 支部長 ]
早野 知実 [（一社）兵庫県テニス協会  女子委員長 ]
友廣英子 [（一社）兵庫県テニス協会  審判副委員長 ]
岡本 三智代　
杉田 眞澄　尾上 重世　兼田 由賀里　中島 宣子　中元 恵子　　  

船橋 美好子　玉田 年世　山本 覚子　角田 智江　須原 恭子

藤田 公雄 [（一社）兵庫県テニス協会 事務局長 ]

⋄ 試合は本戦・８ゲームズプロセット（8-8タイブレーク）、コンソレ・６ｹﾞｰﾑ先取

本戦、コンソレーションとも、ノーアドバンテージスコアリング方式

セットブレークルールを採用します

⋄ 練習は初戦のみサービス４本です

⋄ セルフジャッジで行ないます

⋄ 競技中の事故については、責任は負いません

⋄ ウェア、その他のルールは日本テニス協会規定による（Tシャツは不可・ロゴに注意）

⋄

⋄ 吉川会場以外の３会場は駐車場に限りがありますので、必ず乗り合せでお願いします

⋄ 芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞでは満車の場合は有料駐車場にお願いします

⋄ 試合終了後は速やかにお引き取りくださいます様、皆様のご協力をお願いします

⋄ 住友総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞは９時に駐車場は開門しますので、早目のご来場はお控えください

⋄ 豪雨以外は定刻にご集合ください

⋄ 天候・会場の都合上、一部試合方法等変更することがあります
          

３月15日(月) ３月16日(火) ３月17日(水) ３月23日(火) 予備日

本戦・コンソレ 本戦・コンソレ 15日(月）雨中止の場合

出来るところまで ～決勝 3/16(火)・23(火)

本戦・コンソレ 本戦・コンソレ 16日(火）雨中止の場合

出来るところまで ～決勝  3/23(火)・24(水）

本戦QF・コンソレSF 本戦QF・コンソレSF 本戦SF 16日(火）雨中止の場合

1～32 33～64 コンソレF  3/17(水)・23(火)・24(水)

本戦・コンソレ 本戦・コンソレ 16日(火）雨中止の場合

出来るところまで ～決勝    3/17日(水)～連日順延

☆ 緊急時連絡先 
吉川総合公園　   　　　 　→ 尾 上 重 世   ： 090-7346-2902　 　　　　 
芦屋シーサイドテニス　 　→ 友 廣 英 子   ： 070-5437-9925　 
住友総合グランド　　　　 → 杉 田 眞 澄   ： 070-5430-9925
アーバン六甲テニス倶楽部 → 岡本 三智代  ： 090-9110-2682

吉川総合公園

芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ

住友総合ｸﾗﾝﾄﾞ

ア-バン六甲

委 員

事 務 局

大会注意事項

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)

日  程  表
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共 催



鈴木 賢美・稲垣 博子
(Trantotte・TC神戸)

9:15 9:45

塩道 靖子・山下 圭

8:45 9:15 (すま離宮TS)

山中 久美子・宇野 洋子
(香枦園)

大畠 正子・北尾 広子
(阪急仁川TS・一般)

8:45 9:45

流谷 陽子・大澤 容子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC神戸)

米岡 朋子・辻 英子
(ﾉｱ西宮・松田ﾃﾆｽ塾)

8:45 9:45

吉井 心美・今井 恵子
(GR8・香枦園)

上野 麻紀・細見 知子

8:45 9:15 (TC神戸)

小野 益美・飯田 啓子

9:15 9:45 (TC神戸・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

鈴木 明子・長安 幹子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

田中 正美・花本 真由美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・松田ﾃﾆｽ塾)

9:15 9:45

中野 真紀・柿本 由美子

8:45 9:15 (香枦園)

石田 真美・中山 里茶
(阪急仁川・香枦園)

奥田 久美子・本田 まゆ
(Sﾃﾆｽ・Team-F)

8:45 9:45

光冨 寛海・中村 亜貴子
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

井上 由起美・田中 有美子
(星和高原TC・香枦園)

8:45 10:00

和田 真理子・濱本 佳子
(TRTA・阪急仁川TS)

木落 民子・平野 麻美子

8:45 9:30 (ﾉｱ西宮・香枦園)

寺田 勢津子・藤澤 慶子

9:15 10:00 (TC神戸・ﾁ-ﾑ丸尾)

沢辺 悦子・古瀬 瞳
(GR8)

1 増本 千賀子・渡井口 靖子 (TC神戸・香枦園) 9 小阪 紀子・バロウ 妙子 (CIRCLE S・香枦園)
2 沢辺 悦子・古瀬 瞳 (GR8) 流谷 陽子・大澤 容子 (ﾛﾍﾞﾘｱ・TC神戸)

鈴木 明子・長安 幹子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾛﾍﾞﾘｱ) 光冨 寛海・中村 亜貴子 (松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)
山本 美奈子・安達 裕子 (ﾉｱBM・神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC) 12 内田 和子・小南 篤美 (CIRCLE S・PanaChildren)

5 黒川 恭子・川崎 由佳 (香枦園) 13 井関 純子・渡邊 豊恵 (ﾛﾍﾞﾘｱ)
鈴木 賢美・稲垣 博子 (Trantotte・TC神戸) 米岡 朋子・辻 英子 (ﾉｱ西宮・松田ﾃﾆｽ塾)
田中 正美・花本 真由美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・松田ﾃﾆｽ塾) 井上 由起美・田中 有美子 (星和高原TC・香枦園)

8 麸山 みちよ・森本 里美 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 16 守谷 純子・奥野 智子 (阪急仁川TS・阪急仁川)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

～ ～

32
黒川 恭子・川崎 由佳

64
(香枦園)

シード選手

～

3～4

30
西廼 雅子・高橋 千佳

62
(ReVolution)

31 63

28
岡田 育子・東山 志保

60
(香枦園)

29
髙田 玲子・魚澤 めぐみ

61
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

BYE BYE

26 58

27 59

24
井関 純子・渡邊 豊恵

56
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

25
小阪 紀子・バロウ 妙子

57
(CIRCLE S・香枦園)

BYE

BYE BYE

BYE

22 54

23 55

20
石末 満里・松長 真紀

52
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

21
重近 弥生・佐藤 由美子

53
(ﾁ-ﾑ丸尾・香枦園)

BYE

BYE BYE

BYE

18 50

19
山本 貴子・中井 美紀子

51
(Team-F・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

16
麸山 みちよ・森本 里美

48
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

17
山本 美奈子・安達 裕子

49
(ﾉｱBM・神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC)

BYE BYE

14
山田 郁子・玉 清美

46
(一般)

15 47

12
榎本 さおり・藤田 和子

44
(ﾉｱ西宮・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

13
藤原 友鼓・岡野 愛

45
(ﾃﾆｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ神戸)

BYE BYE

10 42

11 43

8
守谷 純子・奥野 智子

40
(阪急仁川TS・阪急仁川)

9
内田 和子・小南 篤美

41
(CIRCLE S・PanaChildren)

BYE

BYE BYE

BYE

6 38

7 39

4
松田 真朱美・尾崎 康子

36
(香枦園)

5
中井 玲子・藤原 知美

37
(TC神戸)

BYE

BYE BYE

BYE

2 34

3
山本 由紀子・伊田 成美

35
(香枦園)

2021年度　第36回コープ杯レディーステニストーナメント
3月16･17日(火・水)　芦屋シーサイドテニス

1
増本 千賀子・渡井口 靖子

33
(TC神戸・香枦園)

BYE BYE



12 32 64 24

10 25・28 57・60 22

11 29・30 61・62 23

8 19・20 51・52 20

9 21・24 53・56 21

6 16 48 18

7 17 49 19

4 9・12 41・44 16

5 13・14 45・46 17

2 3・4 35・36 14

3 5・8 37・40 15

2021年36回コープ杯レディーステニストーナメント

3月16･17日(火・水)　芦屋シーサイドテニス

コンソレーション

1 1 33 13


