
大  会  役  員 

大会会長  奥村 迪雄 

副会長  古川  彰治 

大会委員長   森井 芳樹 

副委員長  吉田  一紀 ・森 雅 

委 員  平田  安広 ・黒木  邦子・大崎 容子 ・井上  恵子 

小林 仁  ・柴田 浩明・山口 喜朗 ・山口 久美子 
 

大 会 注 意 事 項 

・ 試合開始 15分前までに出席を届けてください。        

・ 試合球はブリヂストン、XT8を使用します。 

・ 試合本戦 １セットマッチ・ノーアド方式(6-6 タイブレーク)  

勝者は結果とボールを本部まで届けてください。 

          *尚、初戦敗者を対象にコンソレーション(6ゲーム先取･ノーアド方式)を行います。  

     コンソレーションを辞退されるペアは本部まで申し出て下さい。     

・ コンソレーション及び 2回戦以降ボールは敗者ボールとなります。 

・ 試合方法は天候や進行状況により変更になることがあります。      

・ 試合前の練習は。サービス 4本のみとします。        

・ 表彰は各種目一般 A、ベテラン 130、100は 1位、2位、コンソレーション優勝 

一般 Bは 1位、2位、3位､コンソレーション優勝とします 

ベテラン 120は 3チームでのリーグ戦後各ブロックの 1位で決勝戦、2位で 3位決定戦を行い 

3位チームにコンソレ優勝の副賞があります。(ベテラン 120にコンソレはありません)   

・ 全試合セルフジャッジで、ＪＴＡルールに基づいて行います。      

・ 試合中の事故・負傷について応急処置は行いますが、その後の責任は主催者側では負いません。  

・ 小雨は決行しますので、定刻にお越しください。        

・ 雨天中止の場合は、12月 1日(土)に行います。        

・ 宝塚市スポーツセンターの駐車場は有料となっています。       

 

日 程 表 

 

                   以後 ファイナルまで 

   お問合せは宝塚市テニス協会事務局まで TEL0797-84-5133 

 

一般B 一般A ベテラン100 ベテラン120 ベテラン130
9:00 １R
9:30 2R
10:30 コンソレ
11:00 １R A,Bブロック １R(2～3）
12:00 １R ２R ２R
13:00 コンソレ コンソレ コンソレ

平成30年11月23(金)



 

 

 

 

 

 

長藤・山際 渋田・西村
(ﾉｱ宝塚） (ﾉｱ宝塚・Team　UG)
佐伯・西山 戸江・古瀬
(ﾌﾘ )ー (GR8)

江口・佐藤 吉川・井上
(ﾌﾘ )ー (ﾌﾘ )ー

今村・斎藤 木村・長藤
(ﾌﾘ )ー (ﾉｱ宝塚・ﾌﾘｰ)

一般A（コンソレあり）

4 8

1 5

2 6

3 7

渡部・本田 佐藤・石橋
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞ) (サンランドRTC)

阿部・阿部 前田・前田
(ﾉｱ宝塚・ﾌﾘｰ) (ﾌﾘｰ)
丸岡・山中 山本・北村
(宝塚PLTC) (宝塚PLTC)
片田・赤司 伊藤・山口
(茨木ｻﾆｰﾀｳﾝ) (宝塚TC・宝塚PLTC)
田中・田中 吉野・吉野
(ﾌﾘｰ) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川）

田中・田中
(花鳥風月)
上松・山本 髙橋・玉田
(宝塚PLTC) (ﾌｧﾐﾘｰTC)

ベテラン100（コンソレあり）

8 16

7 bye 15

13

6 14

4 12

5

1 9

3 11

2 bye bye 10

小林・中村 増田・増田
(宝塚PLTC) (宝塚TC)
中村・中村 重松・重松
(ﾌﾘｰ) （KSP)

古川・徳永 三宅・鳴宮
(宝塚TC・KSP) (ﾌﾘ )ー
新井・佐野
(ﾌﾘｰ)

松田・船橋 奥村・岩田
（川西ﾛｰﾝ・松田ﾃﾆｽ塾） (宝塚PLTC・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ八尾）

ベテラン130(コンソレあり）

1 6

2 7

5 10

3 8

4 bye 9

ベテラン120（コンソレありません）

冨田・渡辺

（OJM・万博TG)

樋口・永栄

(甲子園TC)

森井・稲田

(宝塚PLTC)

小澤・小澤

(ﾉｱ宝塚)

熊野林・岡田

(宝塚PLTC)

難波江・三浦

(宝塚PLTC・OJM)

優勝

3位

(コンソレ優勝の副賞）

A

B

Aブロック１位

Bブロック1位

Aブロック2位

Bブロック2位



 

 

矢野・谷屋 宮城・上村

(ﾌﾘｰ) (宝塚TC)

岸本・岸本 大谷・大谷

(ﾌﾘｰ) (宝塚PLTC)

芝田・阪田 中島・井上

(ZAP) (ﾉｱ宝塚)

古野・井上 隈部・隈部

(ﾌﾘｰ) (ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛｽ)

本井・上田 前田・仁木

（PLTC・ﾁｰﾑみなみ） (Ardes-yo)

藤江・生島

(ﾄﾝちゃんｸﾗﾌﾞ)

大町・松本 今西・太田

(ﾄﾝちゃんｸﾗﾌﾞ) (LABO)

南方・南方 吉里・高橋

(ﾌﾘｰ) (ﾉｱ宝塚)

西田・西田 牧野・横田

(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (ﾌﾘ )ー

高西・前田 有馬・延原

(宝塚PLTC) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

門脇・門脇 塩田・塩田

(ﾄﾝちゃんｸﾗﾌﾞ) (ﾌﾘ )ー

前田・和田 大塚・渡部

(ﾌﾘｰ) (PLTC)

内田・稲垣 大橋・廣田

(ﾌﾘｰ・ﾉｱ宝塚) (ﾌﾘｰ・ﾉｱ宝塚)

美馬・秋田 永田・為野

(ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛｽ) (Team　Wara　Wara)

足立・福島 太田・小畠

(ﾌﾘｰ) (ZAP)

佐野・佐野 宿院・宿院

(宝塚PLTC) （NLA・阪急仁川)

奥田・秋本 小川・古川

(ﾁｰﾑみなみ) (ﾌﾘ )ー

大賀・阪倉 松井・温井

(ﾉｱ宝塚) (ｼｽﾃﾑｷﾞｱ)

永田・永田 自露中・西田

(ﾌﾘｰ) (ｼｽﾃﾑｷﾞｱ)

室谷・室谷 篠原・越智

(ﾄﾝちゃんｸﾗﾌﾞ) (ﾌﾘｰ・ﾉｱ宝塚)

三村・藤野 廣岡・豊田

(KSP・ﾌﾘ )ー (LABO)

山中・山中 村上・村上

(ﾉｱ宝塚) (ﾄﾝちゃんｸﾗﾌﾞ)

横野・横野 藤・早見

(宝塚PLTC) (ﾌﾘ )ー

田中・大熊 友岡・前田

(ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛｽ) (宝塚PLTC)

衛藤・田中 佐藤・五味

(ﾌﾘｰ) (ｶｸﾃﾙ企画)
25 50

一般B(コンソレあり）

23 48

24 49

21 46

22 47

19 44

20 45

17

18 43

15 40

16 41

13 38

14 39

42

11 36

12 37

9 34

10 35

7 32

8 33

5 30

6 bye 31

3 28

4 29

1 26

2 27


