
日本女子テニス連盟兵庫県支部

(株)ダンロップスポーツマーケティング    アメアスポーツジャパン(株)　 

(株)トアルソン    ヨネックス(株)    グローブライド(株)

(株)キャピタルスポーツ ラケットプラザ

大会会長　　 松田 英美
大会副会長 　 早野 知実
大会役員 友廣 英子　兼田 由賀里　八塚 恵子　小林 真樹子
レフェリー 早野 知実 　

大会委員 川島 純子　玉田 年世　船橋 美好子　岡本 三智代   山本 覚子　山﨑 光　水方 紀代　金地 千賀子
山中 友子　中元 恵子　角田 智江　友廣 良　小笹 加代見　山本 裕子
　

芦屋市テニス協会 ・ 芦屋シーサイドテニス ・ 芦屋公園 
三木市テニス協会 ・ 香枦園テニス倶楽部 ・ 住友総合グランド

10 (月) 11 (火) 12 (水) 13 (木) 14 (金) 17 (月) 18(火) 19 (水) 20(木) 21(金) 5/2㈫

リーグ 本戦 （予）

リーグ・本戦
出来るところまで

本戦 （予）

リーグ・本戦
出来るところまで

（予）

芦屋シーサイド
(リーグ）

香枦園・芦屋公園

（リーグ）

リーグ・本戦
出来るところまで 本戦

リーグ・本戦
出来るところまで 本戦

リーグ・本戦
出来るところまで

本戦 本戦又は予

リーグ・本戦

リーグ・本戦 （予）

リーグ・本戦

リーグ・本戦

☆ Ｓ1・Ｓ２の11日（火）のリーグ戦が雨の場合18日に変更　・予備日は記載通り
Ｓ１・Ｓ２のリーグ戦が雨の場合11日に順延　・本戦が雨の場合17日，予備日に変更

※
※ エントリー数によって日程等が変わる場合があります
※ 香枦園・芦屋シーサイトﾞテニスは１組で１台駐車可・満車の場合、近隣の有料駐車場にお願いします

　（芦屋シーサイド、香枦園、芦屋公園は１人の場合は駐車できません）
※

 ※  芦屋公園テニスコートは8時以降20時まで500円の駐車料金が必要です
 ※　日程・会場がそれぞれ違いますのでお間違いの無いように御注意ください
 ＊　試合は６ゲーム先取(ノーアドバンテージ) ３組のリーグについては８ゲーム先取(ノーアドバンテージ)で行ないます
 ＊　本戦トーナメントの試合は1セットマッチ、ノーアドバンテージ（7ポイントタイブレーク）です
 ＊　豪雨以外は定刻にご集合ください
 ＊　試合球はダンロップフォ－トイエロ－、試合後本部に返却してください
 ＊　練習は初戦のみサービス4本
 ＊　全てセルフジャッジ、セットブレークルールを採用します
 ＊ 「JTAテニスルールブック2023」に準じて試合を行います
 ＊　競技中の事故については、責任はおえません

吉川S1・S2・S55  → 兼田 由賀里 070-5655-9925 芦屋シーサイド　　→　小林 真樹子　070-5266-9925

吉川S3 　　　　　　→ 　兼田 由賀里 070-5655-9925 香枦園　　   　　　→　早野 知実　   070-5262-9925

吉川S4・S5 　　　 → 　松田 英美　　080-5301-3970 芦屋公園　   　　 →　岡本 三智代　090-9110-2682

吉川S60・シングル→ 　松田 英美　　080-5301-3970 住友総合グランド → 船橋 美好子　070-5264-9925

４月

【主　　 　催】

【協　　　 賛】

【大 会 委 員】

【共　 　　催】

住友

S1

S2

65歳

中央
S1

芦屋シーサイド
本戦

（予）
S2

吉川

S1
本戦又は予 （予）

S2

S3
（予）

※ テニスコート・クラブハウスはきれいにご使用下さい・ゴミ等は各自お持ち帰りください

S4・S5

55歳

60歳
（予）

シングルス

中央会場

当
日
問
合
せ

吉川会場
中央会場のS1・S2は会場を選ぶ事は出来ません

住友総合グランドは8:45以降の入場でご協力お願いします
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《S3》 NO.1

4月11日(火) 吉川総合公園
Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 8:45 21 22 23 24 成績 順位

上野 麻紀・堤 圭香 笹尾 陽子・木村 真弓
(TC神戸) (松田ﾃﾆｽ塾)

安田 ゆり子・坂根 咲央里 内田 和子・福本 麻紀
(ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ・香枦園) (CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

藤本 恵美子・山畑 多佳子 金平 広美・山田 真理子
(pratico・ETA) (一般・ﾛﾍﾞﾘｱ)

石田 真美・中山 里茶 石原 まり子・川本 由美子
(阪急仁川TC・香枦園) (一般・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

Ｂ 8:45 5 6 7 8 成績 順位 Ｇ 8:45 25 26 27 28 成績 順位

小野 悦子・中川 知恵子 金 理恵・松山 みか
(J.Sｸﾗﾌﾞ) (TC神戸・阪急仁川TS)

松本 明子・鶴本 恭子 田治見 優子・渡部 裕子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・三木ﾛｲﾔﾙTC) (ITC掖谷・C&D)

三苫 真由美・前崎 万裕美 井関 純子・渡邊 豊恵
(ｶｸﾃﾙ企画) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

宮路 知子・武村 真由美 日尾 温子・奥野 千鶴
(ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・Sﾃﾆｽ) (Sﾃﾆｽ)

Ｃ 8:45 9 10 11 12 成績 順位 Ｈ 8:45 29 30 31 32 成績 順位

入 純子・吉田 昌希子 和田 広栄・牧野 恵
(ﾉｱ西宮) (ラビット・HOS小阪)

新堂 さゆり・濱谷 直子 前田 京子・岩本 ﾕﾘ子
(松田ﾃﾆｽ塾・万博TG) (ﾛﾍﾞﾘｱ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

伊藤 奈津子・東野 麻子 中尾 裕子・前川 綾子
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS・川西北TC) (TASU-Club・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

肥越 綾・正井 雪江 藤井 優子・田中 礼子
(すま離宮TS・ﾐｽﾞﾉ和田岬) (ITC六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・CIRCLE S)

Ｄ 8:45 13 14 15 16 成績 順位 Ｉ 10:30 33 34 35 36 成績 順位

小野 益美・飯田 啓子 油野 陽子・岡 智香
(TC神戸・ｻｳｻﾘｰﾄ) (ﾉｱ西宮・香枦園)

岡田 順子・金津 信子 水木 洋子・西森 亜希子
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (一般・ｺﾅﾐ江坂)

西田 亜希・上田 奈美 橋本 尚美・小山 聖子
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS) (川西市ﾛｰﾝTC・万博)

赤塚 かおる・岩崎 佳苗 野上 友希・丸中 和佳
(天王山倶楽部・Runup) (万博TG・J-three)

Ｅ 8:45 17 18 19 20 成績 順位 Ｊ 10:30 37 38 39 40 成績 順位

荒木 三千代・菊池 奈緒美 野口 理恵・畑中 美由紀
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (箕面TC・ｺｽﾊﾟ神崎川)

水谷 有美・久保田 志津 関口 智子・羽澤 睦美
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (一般・ｱﾙﾎﾞﾙTC)

川端 美春・山村 納奈子 芝田 智美・田畑 昌子
(香枦園) (香枦園)

矢田 有加・古澤 裕子 栗山 麻奈美・大井 由美子
(阪急仁川TS・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (ｸﾘｽﾀﾙ・一般)
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《S3》 NO.2

4月11日(火) 吉川総合公園
Ｋ 10:30 41 42 43 44 成績 順位 Ｍ 10:30 48 49 50 51 成績 順位

鷺坂 優子・大森 悦子 開地 美香・中安 明子
(阪急仁川TS) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

岡本 晶子・田中 和美 八塚 恵子・光冨 寛海
(ﾉｱBM・TS-書写) (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

古庄 信子・喜多 あゆみ 横山 文・荒木 直子
(阪急仁川TS・ｵｰﾗﾝﾄﾞTC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

小南 篤美・北山 由華 吉富 五十鈴・徳永 麻子
(一般・香枦園) (松田ﾃﾆｽ塾)

Ｌ 10:30 45 46 47 成績 順位

田井 佳代・長南 麻衣子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・一般)

小西 真琴・秋山 博美
(一般・ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

村上 幸枝・須々木 陽子
(ｼｰｽﾞｰ万博・pratico)
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1 上野 麻紀・堤 圭香 (TC神戸) 8 入 純子・吉田 昌希子 (ﾉｱ西宮)

2 開地 美香・中安 明子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 9 笹尾 陽子・木村 真弓 (松田ﾃﾆｽ塾)

3 野口 理恵・畑中 美由紀 (箕面TC・ｺｽﾊﾟ神崎川) 10 油野 陽子・岡 智香 (ﾉｱ西宮・香枦園)

4 小野 益美・飯田 啓子 (TC神戸・ｻｳｻﾘｰﾄ) 11 田井 佳代・長南 麻衣子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・一般)

5 金 理恵・松山 みか (TC神戸・阪急仁川TS) 12 小野 悦子・中川 知恵子 (J.Sｸﾗﾌﾞ)

6 和田 広栄・牧野 恵 (ラビット・HOS小阪) 13 荒木 三千代・菊池 奈緒美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

7 鷺坂 優子・大森 悦子 (阪急仁川TS)

☆ 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】

4月11・13日(火・木)
吉川総合公園

※5位までS4に上がります

Ｆ

Ｇ

Ｄ Ｋ

Ｅ Ｌ
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Ｍ

【決勝トーナメント】

5位決定戦

Ｓ３

Ａ Ｈ

Ｂ Ｉ


