
【日程表】

集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５ 1R/1-16 1R/33-48 4R 3R

１０：００ 1R/17-32 1R/49-64

以後 5R

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月１０日（木）

※本戦決勝進出チームは決勝ラウンドに出場出来ます

集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５ 1R/1-16 1R/33-48 4R 3R

１０：００ 1R/17-32 1R/49-64

以後 5R

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月１０日（木）

※本戦決勝進出チームは決勝ラウンドに出場出来ます

集合時間 集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５ 1R/1-16 ９：４５ 4R 2R

１０：３０ 1R/17-32 以後 5R

以後 1R

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月９日（水）

※本戦優勝チームは決勝ラウンドに出場出来ます

集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５ 1R/1-22 1R/33-54 4R 3R

１０：００ 1R/23-32 1R/55-64

以後 5R

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月１０日（木）

※本戦決勝進出チームは決勝ラウンドに出場出来ます

＜一般・予選ラウンド＞　満２５才以上の女性

◆会場/マリンテニスパーク北村（アシスタントレフェリー：岩田、下浦、成田、水口）

１日目/６月７日（月） ２日目/６月８日（火） ３日目/６月９日（水）

2R、3R 1R、2R 2R、3R 1R、2R 4R、5R

◆会場/万博テニスガーデン（アシスタントレフェリー：倉内、北畑）

１日目/６月７日（月） ２日目/６月８日（火） ３日目/６月９日（水）

2R、3R 1R、2R 2R、3R 1R、2R 4R、5R

※コートサーフェイスはアンツーカーコートです（但し雨天等の理由で順延になった場合進行の都合上ハードコートを使用する場合もあります）

◆会場/太陽が丘公園テニスコート（アシスタントレフェリー：土屋、谷）　　　　　　　　　　　　

１日目/６月７日（月） ２日目/６月８日（火）

3R、4R

2R、3R

◆会場/薬業鳴尾浜スポーツセンター（アシスタントレフェリー：原口、坂下、樋口）　　　　　　　　　　　　　

１日目/６月７日（月） ２日目/６月８日（火） ３日目/６月９日（水）

2R、3R 1R、2R 2R、3R 1R、2R 4R、5R



集合時間 集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５
1R/2,3,24,25,33,34

９：４５ 5R 2R
2R/4-7

１０：００ 2R/8-21 以後 6R

１１：００
2R/22-23,27-32

2R/1,26,35

以後 1R

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月９日（水）

※本戦優勝チームは決勝ラウンドに出場出来ます

都合により初日（１日目、２日目）のコンソレーションは２Ｒ以上（太陽が丘、神戸総合は１Ｒ以上）行う場合があります。

初日が試合中止になった場合は、その初日の試合は３日目（太陽が丘、神戸総合は２日目）に行います。

※万博、北村、薬業会場からは本戦決勝進出チーム、神戸、太陽が丘会場からは優勝チームが出場（合計８チーム）

※組み合わせは当日抽選。

※「コンソレーション」の決勝ラウンドは行いません。

集合時間 集合時間
本戦 コンソレ 本戦 コンソレ

８：４５ ９：３０ SF
11-14,16-19

１０：００ 2R/1,6,15,20 1R 以降 F

以後 3R 2R,SF,F

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天等により時間が変更になる場合があります　　予備日：６月１６日（水）、１８日（金）

【表彰】

一般・決勝ラウンド 一般・コンソレーション（各会場）

優勝 優勝カップ、賞状、副賞（ダンロップ賞） 優勝 副賞（ダンロップ賞）

準優勝 賞状、副賞（ダンロップ賞）

ベスト４ 賞状、副賞（ダンロップ賞）

ベスト８ 副賞（ダンロップ賞）

シニア・本戦 シニア・コンソレーション

優勝 優勝カップ、賞状、副賞（ダンロップ賞） 優勝 副賞（ダンロップ賞）

準優勝 賞状、副賞（ダンロップ賞）

ベスト４ 賞状、副賞（ダンロップ賞）

※シニアには合計最高年齢チームに特別賞があります

　

◆会場/神戸総合運動公園テニスコート（アシスタントレフェリー：實正、牧田）

１日目/６月７日（月） ２日目/６月８日（火）

3R、4R、5R

3R、4R

＜一般・決勝ラウンド＞  各会場「本戦」代表チームによる決勝戦

会場/マリンテニスパーク北村　/６月１７日（木）　予備日：１８日（金）　集合時間/８：４５（抽選後試合開始）　　

＜シニア＞　満５５才以上の女性で１チーム合計年齢が３５０才以上

◆会場/マリンテニスパーク北村（アシスタントレフェリー：岩田、北畑）　　　　　　　　　　　　

１日目/６月１５日（火） ２日目/６月１７日（木）

1R・2R/2-5,7-10



大会注意事項

　１．時間厳守 集合時間までにチーム全員で（６人揃って）出席を本部に届けてください。集合時間を過ぎた場合は

ペナルティがつきます。また集合時間から１５分遅れると失格になりますのでご注意ください。

キャプテンは速やかに「オーダー用紙」を本部に提出してください。

　２．審判 相互チーム話し合いの上ＳＣＵにご協力願います

　３．試合方法 ①試合は全てノーアドバンテージスコアリング方式を採用します。

②団体戦ダブルス３組のトーナメント方式です。

　　＊重複しての出場は出来ません（ｅｘ．同じ選手が１対戦の中でＤ１とＤ３に出場する）

③一般・本戦予選ラウンド　　　　           ＝１セットマッチ（６ゲームズオールタイブレーク）

 　一般・本戦決勝ラウンド　           　　　＝１セットマッチ（６ゲームズオールタイブレーク）

＝６ゲーム先取

　 シニア・本戦 ＝６ゲーム先取　準決勝、決勝は１セットマッチ（６ゲームズオールタイブレーク）

＝６ゲーム先取

※天候等の理由により試合方法を変更する場合があります

　４．試合球 ダンロップ・フォート

　５．試合に際して ①試合開始前に選手全員ネットをはさんで整列し、チーム代表者がオーダー交換を行ってください。

　整列しない選手は、その対戦には出場出来ません。

②メンバー変更は初回戦までに１回１名のみ認めます。（以後は不可）必ず本部に届け出てください。

　オーダー交換後のメンバー変更は認めません。メンバーはプログラムに記載されている

　選手またはメンバー変更した選手に限られます。万一上記以外の選手が出場したり、

　出場資格に反したチームの構成メンバーであった場合は、そのチームは出場権を失います。

　６．ルール ルールは日本テニス協会試合規則に準じて行います。試合上の質疑の決定は、

各コートのレフェリーが行います。

　７．棄権 チームが出場を棄権する場合は、本部に必ず連絡してください。

　８．ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 初回戦に負けたチームはコンソレーションマッチに出場できます。

　９．試合順序 Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３のオーダー順で行います。ただし試合進行上ポイント決定後の試合は

中止されることがあります。

１０．ウォームアップ ウォームアップはサービス４本のみとします。

１１．服装 ①テニスウエアを着用してください。（ＪＴＡルールに基づく　※ロゴの大きさにもご注意ください）

②Ｔシャツは着用できません。

③シューズは各会場コートサーフェイスに合ったテニス専用シューズをお履きください。

１２．コート内 コート内に入る方は登録選手に限ります。

１３．報告 勝利チームの代表者は試合結果報告書に全ての試合のスコアを記入して、本部に届けてください。

１４．セットボール セットボールは本戦のみ負けチームが持ち帰ってください。コンソレーションマッチの試合球は

勝利チームが結果報告と合わせて本部に返却してください。

１５．日程の確認 日程は雨天等の理由で変更する場合があります。必ず次の試合日程を確認してからお帰りください。

１６．当日の問合せ 雨天等による試合の有無などは当日の午前８時に各コートのレフェリーが決定します。

電話による問合せは、午前８時以降にしてください。なお午前８時発表で予定通り

午前９時試合開始になる場合もありますのでご注意ください。

＊試合有無不明の場合は、お手数でも一旦定刻までに会場に集合してください。

＊お問い合わせはチーム代表者の方が代表してお電話願います。

＜問合せ先＞

１７．貴重品 貴重品は各自責任を持って保管してください。

１８．クラブ内 各クラブ内での更衣、荷物を置く場所はクラブマネージャーおよび大会本部の指示に従ってください。

１９．応急処置 主催者は障害、事故等については応急処置以外の一切の責任を負いません。

参加者が他に与えた損害、損失、損傷等の責任は参加者自身がとることになります。

２０．その他 すべての選手は公平に扱われます。

 　一般・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ（初回戦敗者復活戦）

　 シニア・・ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ（初回戦敗者復活戦）

マリンテニスパーク北村/０６-６５５５-６１６１ 万博テニスガーデン/０６-６８７７-３４４９

薬業スポーツセンター/０９０－３６５６－９０９３ 神戸総合運動公園テニスコート/０７８-７９４-０９１１

太陽が丘公園テニスコート/０９０－３６５６－９０８３ ＊薬業および太陽が丘は大会期間中のみの臨時電話です

ダンロップラケットをご愛用の方から抽選でビッグなプレゼント！詳しくはドローＰ２５をご覧ください。



大会役員

会長 水野　隆生

副会長 川廷　榮一　　

顧問 田中　千秋　　辻本　朝男　　高木　陽子　　有坂　誠道

委員長 菱田　実伯

委員 岩田　祐加子　　原口　久美子　　水野　加余子

レフェリー 海原　真弓

ディレクター 丹下　陽子

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ成田　恵子　　倉内　満智子　　下浦　立子

北畑　早苗　　水口　千恵　　實正　美知子　

坂下　恵子　　牧田　和子　　樋口　幸子　　　　

土屋　章子　　谷　美智子

実行委員 熊本　昌宏　　　中西　伊知郎　　伊藤　純　　　

南新　毅弘　　　若林　瑞穂
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