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JuniorクラスへのエントリーにはJWTAへの入会（会費は無料）が必要で、年齢は2001年1月1日以降に生
まれた男子女子とする。
※JWTAランキング対象とする。
※シングルスのみとしダブルスは行わない。試合形式は1セットマッチとする。
※ジュニアのドローは16ドローとする。（ぞれぞれ規定のドローを超えた場合の扱いとして、「大会申込
のご案内」に記載しています。）

競技方法 国際テニス連盟(ITF)車いすテニス規則に基づき行う。また、ITF車いすテニス倫理規程ならびにドーピング
審査規定を適用する。

Mainシングルスの試合形式は、すべてベストオブ3セットマッチとする。Secondシングルスの試合形式は、
3セットマッチノーアドバンテージとしファイナルセットは10ポイントタイブレークとする。
シングルスドローは16ドロー、ダブルスは8ドローとする。（ぞれぞれ規定のドローを超えた場合の扱い
として、「大会申込のご案内」に記載しています。）Mainダブルスの試合形式は、ファイナルセットを10
ポイントタイブレークとし、Secondダブルスはシングル同様3セットマッチノーアドバンテージとしファ
イナルセットは10ポイントタイブレークとする

B･Cクラスの試合形式は１セットマッチとする。
Bクラスは16ドロー、Cクラスは8ドローとする。（ぞれぞれ規定のドローを超えた場合の扱いとして、
「大会申込のご案内」に記載しています。）

・阪神電気鉄道株式会社・兵庫県立障害者スポーツ交流館・三木年金フォトクラブ・チームWeb・ＮＨＫ神戸放送局

会     場

〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1番3号　 　 ℡:078-743-8080

参加資格 国際テニス連盟(ITF)車いすテニス規則の規定に該当する者。

競技種目

国際車いすテニストーナメント

シングルス

ダブルス

国内車いすテニストーナメント
ダブルス

・三井住友銀行 明石支店・日新信用金庫 玉津支店・神戸信用金庫 玉津支店・兵庫六甲農業協同組合 玉津支店

・医療法人社団関田会 ときわ病院・医療法人社団朋優会 三木山陽病院・他

国際車いすテニストーナメント 2019年4月18日(木)～4月21日(日)　4日間

国内車いすテニストーナメント 2019年4月18日(木)～4月19日(金)　2日間

会     期

国内ジュニア車いすテニストーナメント2019年4月20日(土)　1日間

・西村工務店株式会社・アサヒ飲料株式会社・有限会社イメージリンク・他

協     力(予定) ・一般社団法人兵庫県テニス協会・日本女子テニス連盟兵庫県支部・一般社団法人兵庫県理学療法士会スポーツ活動支援部

・神戸市テニス協会・三木市テニス協会・神戸ローンテニス倶楽部・NPO法人社会還元センターグループ わ

・社会福祉法人「神戸明輪会」東部在宅障害者福祉センター・神戸市重度心身障害児（者）父母の会・神戸市役所親和会テニス部

・社会福祉法人新緑福祉会 玉津むつみの家・株式会社オーエックスエンジニアリング関西支店

・ダンロップタイヤ近畿株式会社・株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ

・住友ゴム工業株式会社 加古川工場・住友ゴム工業株式会社 市島工場・株式会社ダンロップホームプロダクツ

・株式会社ユニクロ・日本電気株式会社・株式会社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

・ニホンターフメンテナンス株式会社・株式会社サンビルダー・ヨネックス株式会社・サン神戸ウォーターサプライ株式会社

・株式会社伊藤園・リコージャパン株式会社兵庫支社・国際ソロプチミスト加古川・六甲バター株式会社・株式会社シィメス

・株式会社ホテルオークラ神戸・株式会社鈴商・日本住宅管理株式会社・神戸ローンテニス倶楽部・ALSOK

・医療法人敬性会神戸白鷺病院・株式会社オーエックスエンジニアリング・株式会社ノーリツ・株式会社トムコ

・有限会社エムアイケアー・小野産業システム株式会社・株式会社SRIビジネスアソシエイツ・EXPERT

・ライフコア株式会社・株式会社サクラ・株式会社シンケールス・ネッツトヨタ神戸株式会社・ゼット株式会社

・株式会社三洋製作所・神戸 西神オリエンタルホテル・株式会社セラピット・株式会社泰慶

・ダイワボウアドバンス株式会社・錦城護謨株式会社・楽農レストラン「育みの里　かんでかんで」・大阪ロータリークラブ

一般社団法人日本車いすテニス協会(JWTA)

国内車いすテニストーナメント　　 一般社団法人日本車いすテニス協会(JWTA)

国内ジュニア車いすテニストーナメント一般社団法人日本車いすテニス協会(JWTA)

後     援(予定) ・兵庫県・神戸市・明石市・三木市・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会・三木市教育委員会

・公益財団法人神戸市スポーツ教育協会・社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会・社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

・公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会・株式会社神戸新聞社・株式会社サンテレビジョン

・株式会社ラジオ関西

国際車いすテニストーナメント

助     成(予定) ・公益財団法人兵庫県身体障害者スポーツ協会・公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会

・社会福祉法人神戸市社会福祉協議会（障害者福祉基金 フェスピック事業助成）

特別協賛 ・住友ゴム工業株式会社

協     賛(予定)

大 会 名 DUNLOP KOBE OPEN 2019

目     的 この大会は、車いすテニスを通してスポーツ交流と相互理解を深め、障害者の体力、精神力の向上を図り

広く障害者に勇気と希望を与え、健常者と共に社会に参加する意欲を高めることを目的とする｡

主     催 ・兵庫県車いすテニス協会

共  催(予定) ・一般社団法人日本車いすテニス協会(JWTA)・公益財団法人こうべ市民福祉振興協会

主     管 DUNLOP KOBE OPEN 2019実行委員会

公     認 国際テニス連盟(ITF)  ITF3 Wheelchair

しあわせの村　テニスコート（屋外コート　14面)

Main(8)

Quads Main(8)

シングルス Men B(16)・C(8)

サーフェス: 砂入り人工芝（オムニコート）

Men Main(16)・Second(16)

Women Main(16)

Quads Main(16)

Men Main(8)・Second(8)

Women

Men B(8)・C(4)

国内ジュニア車いすテニストーナメントシングルス
Junior
（18歳以下）

Aクラス(16) JWTAランキング対象
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Email:kobeopen@hyogo-wta.com

〒651-0072 神戸市中央区筒井町2-1-1(住友ゴム工業㈱/SBA）

℡078-252-2463 (勤務先）　携帯℡:090-1892-1064 

Email:n-tsushima.az@srigroup.co.jp

携帯℡:090-8574-0149

℡:078-992-8111

℡:078-743-8000

〒651-1131 神戸市北区北五葉1-4-17

トーナメントホテル　

○ 西神オリエンタルホテル

○ しあわせの村　宿泊館･たんぽぽ

神戸市西区糀台5-6-3　　　　　　　　　　 　 　

神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1

そ の 他 競技期間中の事故について、本大会はイベント保険に加入しますが、保険適用範囲を越える事象での
責任は負いません。

昼食(弁当)の必要な方は大会申込書で申し込むこと。(1食￥800)

大会期間中は会場～西神オリエンタルホテル間の送迎を予定しております。送迎を希望される方は別紙
「大会申込のご案内」を参照下さい。

○ 協同学苑　  　 三木市志染町青山7丁目1-4　　 ℡:0794-85-5500

※宿泊の申し込みについては別紙「大会申込のご案内」を参照のこと。

シングルス 4月17日(水)16:00～　クラブハウス　2F会議室

ドロー会議 Main・Secondは、公開のドローミーティングを行う。

Main・Second
ダブルス 4月18日(木)12:00～　クラブハウス　2F会議室

シングルス 4月17日(水)16:00 まで

ダブルス 4月18日(木)12:00 まで

サイン･イン

B・Cクラスは、大会参加申込時にダブルスペアが決まっていない選手は、サイン・インをすること。

Main・Second

B・C ダブルス 4月18日(木)12:00 まで

サイン･インは上記時刻までに行うこと。間に合わない場合はレフェリーにその旨を必ず電話すること。
(トーナメント･レフェリー電話番号： 090-1480-1121   海原真弓)

シングルスのみコンソレーションを行う予定。

各ドローとも、試合はセルフジャッジで行う。ただし、Main ドロー は準々決勝からSecond ドロー は準決
勝からチェア・アンパイアをつける。

Main・Secondクラスに出場する選手は、シングルス・ダブルス共に サイン・インをすること。

天候やその他の理由により、競技方法を変更することがある。

3位決定戦は行わない。

使 用 球 DUNLOP FORT

参 加 費

Junior ¥2,000 シングルス

キャンセルした場合の参加費返金は、4月3日(水)までに連絡があった方のみ手数料の￥1,000を
引いた額を返金します。4月3日(水)以降にキャンセルした場合は返金いたしません。

Main･Second ¥16,000 シングルス&ダブルス

B･C ¥8,000 シングルス&ダブルス

申込締切り後の申込みは一切 受付けない。

問合せ先

大会事務局 濱田　宗則
〒655-0033 神戸市垂水区旭が丘3丁目12-2-101

トーナメント･ディレクター 津島 奈美

トーナメント･アシスタントレ
フェリー

實正 美知子

【郵送による申込】

申込締切り 2019年3月21日(木祝) 必着

【インターネットによる申込】

　大会ホームページ内の大会エントリーフォーム　https://ws.formzu.net/fgen/S43019849/　

三井住友銀行 御影支店　普通預金 口座番号/4605284

表 彰 等 優勝・準優勝を表彰する(コンソレーションは除く)。参加者全員に参加賞を贈る。

申込方法

　灘郵便局留に送付すること。まとめて振り込む場合は明細を添付すること。

口座名義/神戸オープン国際車いすテニストーナメント

　参加申込書に必要事項を明記のうえ、参加費(宿泊費等を含む)を銀行振込した後

送 付 先 〒657-8799  　灘郵便局留 　　 ダンロップ神戸オープン大会事務局

　より申込むことができる。

銀行振込



13:00 ～ 17:00

16:00 ～  

9:00 ～ 17:00  競技 シングルス

12:00 ～  

9:00 ～ 17:00  競技

9:00 ～ 17:00  競技

9:00 ～ 15:00  競技

15:00 ～ 16:00

13:00 ～ 17:00

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 16:00

16:00 ～ 17:00

9:00 ～ 16:00

16:00 ～ 17:00

※上記のスケジュール並びに、ドロー数は予定です。変更することもあります。

国内ジュニア
車いすテニス
トーナメント

 シングルス Junior A(16) 1R～FINAL

C(4) 1R～FINAL

C(8) 1R～SF FINAL国内車いす
テニス

トーナメント

 シングルス  Men
B(16) 1R・QF SF・FINAL

 ダブルス  Men
B(8) 1R～FINAL

SF

 Women Main(8) 1R SF FINAL

 Quads Main(8) 1R SF FINAL

FINAL

Second(8) 1R SF FINAL

SF FINAL

 Quads Main(16) 1R QF SF FINAL

SF FINAL

Second(16) 1R QF SF FINAL

国際車いす
テニス

トーナメント

 シングルス

 Men
Main(16) 1R QF

 Women Main(16) 1R QF

 ダブルス

 Men
Main(8) 1R

国内車いす
テニス

トーナメント

 4月17日(水)  練習 しあわせの村　テニスコート

  4月18日(木)

競技日程(予定)

競 技 名 種    目 種    別  4月18日(木)  4月19日(金)  4月20日(土) 4月21日(日)

 競技 シングルス
Junior　A しあわせの村　テニスコート

 表彰式･閉会式

国内ジュニア
車いすテニス
トーナメント

 表彰式･閉会式

4月20日(土)

クラブハウス　2F会議室

4月19日(金)
 競技 全競技

B･C しあわせの村　テニスコート
 表彰式･閉会式

 競技 シングルス B･C しあわせの村　テニスコート

 4月20日(土) 全競技 Main･Second しあわせの村　テニスコート

大会日程(予定)

競 技 名 日　　時 行事内容 会　　場

クラブハウス　2F会議室

 4月19日(金) 全競技 Main･Second しあわせの村　テニスコート

国際車いす
テニス

トーナメント

 4月17日(水)
 練習 しあわせの村　テニスコート

ドローミーティング

 4月18日(木)
Main･Second しあわせの村　テニスコート

ドローミーティング

4月21日(日)
全競技

Main･Second しあわせの村　テニスコート


