
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㈫
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（予）
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香枦園・芦屋公園
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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
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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】
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※ 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
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当
日
問
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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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4月13日(木) 吉川総合公園
Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｅ 8:45 15 16 17 成績 順位

今峰 春美・白木 美佐子 小林 温子・古瀬 瞳
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (ﾉｱ西宮・GR8)

左近 文代・山口 仁美 波野 智子・田口 恵子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC) (一般・FAB)

上田 理恵・石橋 いづみ 植野 啓子・池野 友美
(UNIT) (Sﾃﾆｽ)

井嶋 由子・野村 芳子
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・UNIT)

Ｆ 8:45 18 19 20 21 成績 順位
Ｂ 8:45 5 6 7 成績 順位 安宅 彬子・呉竹 麻美子

香川 悦子・岩崎 志奈子 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・一般)

(J-J-JACKS) 平松 正子・森下 圭
小島 智美・沢辺 悦子 (一般)

(TASU-Club・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 冨山 美麗・松持 知子
西村 美緒・鶴見 裕子 (阪急仁川TS)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Runup) 佐々木 惠子・川崎 由佳
(Team-F・香枦園)

Ｃ 8:45 8 9 10 11 成績 順位 Ｇ 8:45 22 23 24 25 成績 順位
白田 篤子・田中 麻里 清水 可奈子・湯澤 理香
(TC神戸) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

水鳥 美津子・大橋 扶企子 津崎 由美子・弓渓 ひろみ
(TS-書写) (一般)

小島 かおり・村上 宏美 上田 祐季・高田 明香
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ) (一般)

山本 裕子・力丸 庸子 漆原 かおり・山田 綾
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

Ｄ 8:45 12 13 14 成績 順位 Ｈ 8:45 26 27 28 29 成績 順位
米田 素子・審 佐和子 長佐古 円・川人 由加里
(S-SHOT・ｺｽﾊﾟ神崎川) (Pacon箕面NIINA・Do planning)

佐藤 有美・児島 希和 米岡 朋子・生島 恵理子
(一般) (ﾉｱ西宮)

小林 裕子・長田 賀津子 竹安 由起子・北 美鈴
(一般) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・UNIT)

坂下 久美子・千々岩 知未
(GR8・ﾛﾍﾞﾘｱ)
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※2位までS5に上がります

【決勝トーナメント】

Ｓ４

Ａ Ｅ

Ｂ Ｆ

Ｃ Ｇ

Ｄ Ｈ

1 今峰 春美・白木 美佐子 (ﾛﾍﾞﾘｱ) 5 米田 素子・審 佐和子 (S-SHOT・ｺｽﾊﾟ神崎川)

2 長佐古 円・川人 由加里 (Pacon箕面NIINA・Do planning) 6 小林 温子・古瀬 瞳 (ﾉｱ西宮・GR8)

3 安宅 彬子・呉竹 麻美子 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・一般) 7 清水 可奈子・湯澤 理香 (ﾌﾚﾝﾄﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

4 白田 篤子・田中 麻里 (TC神戸) 8 香川 悦子・岩崎 志奈子 (J-J-JACKS)

☆ 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】


