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ＫＩＮＫＩレディースサーキット開催要項 

全５戦・サーキットファイナル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．主 催 株式会社 Ｔｅｎｎｉｓ・Kｉｎｇｄｏｍ・Ｃｏｍｐａｎｙ 

２．協 賛 ラケットプラザ 

３．種 目 オープン女子ダブルス・チャレンジ女子ダブルス 

     全 5 戦：各３２ドロー   サーキットファイナル：各３２ドロー 

４．開 催日  

第１戦 ２０１８年 ５月１４日（月）  予備日 ５月２１日（月） 

 オープン  ９：００集合   チャレンジ １１：３０集合 

 

 第２戦 ２０１８年 ７月 ９日（月）  予備日 ７月２３日（月） 

         オープン １１：３０集合   チャレンジ  ９：００集合 

 

第３戦 ２０１８年１０月 １日（月）  予備日１０月 ２日（火） 

オープン  ９：００集合   チャレンジ １１：３０集合 

 

第４戦 ２０１８年１１月 ５日（月）  予備日１１月１２日（月） 

 オープン １１：３０集合   チャレンジ  ９：００集合 

 

第５戦 ２０１９年 １月２１日（月）  予備日 １月２８日（月） 

         オープン  ９：００集合   チャレンジ １１：３０集合 

 

   ファイナル ２０１９年 ３月１１日（月）  予備日 ３月１８日（月） 

         オープン １１：３０集合   チャレンジ  ９：００集合 

５．会 場 みのたにグリーンスポーツホテル(砂入り人工芝 9 面・無料駐車場完備) 

     神戸市北区山田町原野１－１ 

     (アクセス)カーナビ入力の際は、“日曜舎”（洋食屋）と入力していただくと 

わかり易いです。 

     ※阪神高速北神戸線「箕谷」降りて約 5 分、神戸三宮より車で約 20 分 

     ＊詳しくは、みのたにグリーンスポーツホテル HP をご覧ください。 

６．試合方法及びルール 

トーナメント方式  １セットマッチ（6 オールタイブレーク） 

（組数により方式変更あり）審判はセルフジャッジとします。 

７．使 用 球 ウィルソン ツアースタンダード 

８．参 加 料 ４，０００円(大会当日にお支払いください) 

     大会１週間前を過ぎてのキャンセルは、参加料を頂きます。 

９．レベル基準 ＊チャレンジクラス 兵庫県女子連ステップ３以下の方 

過去１０年間インカレ、国体出場、ＪＯＰランキング１００位以内 

各都道府県女子連大会などでの全国代表者を除く 

  ＊オープンクラス  規定なし 

＜第 1 戦～第 5 戦＞ 

・申込方法 所定の用紙（すま離宮テニススクールＨＰに記載）に必要事項を記入のうえ、

下記までＦＡＸ又は郵送でお申し込みください。 

      〒654-0133 神戸市須磨区多井畑字若林 9-7 

        すま離宮テニススクール「ＫＩＮＫＩレディースサーキット」係 

      ＴＥＬ＆ＦＡＸ：078-786-3638   担当：浅野 

・問合せ先 すま離宮テニススクール・浅野まで電話またはメールにてお願いします。 

      ＴＥＬ：078-786-3638 

      メール：sumarikyu-ts@wing.ocn.ne.jp 

・締め切り 各大会１４日前といたします。 

      ※申し込み多数の場合は厳正なる抽選にて選出させていただきます。 

      抽選によるエントリー確定リストは、大会 10 日前までに HP に掲載致します。 

・各大会における獲得ポイント 

 

 

 

※ポイントはペアでの獲得ポイントとなりますので、ランキング表（すま離宮テニス

スクール HP 掲載）には個人ポイントとして獲得ポイントの半分がそれぞれに加算

されます（ランキング表は、各大会終了後１週間以内に更新いたします）。 

 優勝 準優勝 ベスト 4 ベスト 8 ベスト 16 

32 ドロー 160 80 40 20 10 

＜大会趣旨＞ 

日々、技術向上を目指し頑張っておられるレディースの皆さまに、同一県内だけな

く、他府県の方々と対戦する場を作りたいと考え、この大会を企画いたしました。 

ポイントランキングシステムも導入し、個人のモチベーションアップにもつながると

考えております。 

テニスに熱いレディースの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

我々とレディーステニスを盛り上げていきましょう！ 

mailto:sumarikyu-ts@wing.ocn.ne.jp


＜サーキットファイナル＞ 

各大会でポイントを獲得された方で、サーキットファイナル大会へ参加を希望さ

れる方は、各大会と同様の申込用紙に必要事項を記入のうえ、ファイナル開催 14

日前までに FAX または郵送にてお申込みください。 

確定リストは、ファイナル開催 10 日前に掲載いたします。 

・選考方法 第 1 戦～第 5 戦で獲得された個人ポイントにて選考いたします。ファイナル申し

込みペアの合計ポイントの高いペアから 32 ペア選考いたします。 

あくまでも個人ポイントでの計算となりますので、各大会で出場されたペアでな

ければいけないとういう規制は一切ありません。 

ご自身のポイントとペアのポイントの合算で選考させていただきます。 

不明点はお気軽にお問合せください。 

 

 

 

・ポイントランキングシステム 

サーキットポイントは第 1 戦～第 5 戦とサーキットファイナルのポイントを加算

して年度の最終ランキングが確定します。各レベル最終ランキング 1 位の方には

表彰がございます。 

新しい年度が始まると、すべてのポイントはリセットされます。次年度へのポイ

ントの持ち越しはありません。 

・シード順について 

各大会のシードは、エントリーされたペアのポイント合計により決定いたします

（第 1 戦は除く）。ポイントが全く同じペアがシード内にいる場合も、抽選により

シード順位を決定いたします。シード以外のドローは、大会当日の抽選により決

定いたします。 

・表 彰 第 1 戦～第 5 戦は、参加賞と各レベル優勝ペアに盾をお渡しします。 

サーキットファイナルは、参加賞、各レベルの優勝・準優勝・ベスト 4 のペアに

豪華賞品がございます。更に、参加者全員でのお楽しみ抽選会も開催いたします。 

また、サーキットファイナルポイントは、第 1 戦～第 5 戦のポイントの 2 倍とな

り、これにより決まる各レベル年間ランキング 1 位の方に、会員制リゾートホテ

ル宿泊券を授与します。 

・練習マッチ 

各大会、試合を終了した方で、練習マッチを行う予定です。コートの都合上待って

いただく事がありますが、希望者は試合終了後に本部までお伝えください。 

但し、天候等によりできない場合もありますのでご了承ください。 

 

＜その他＞ 

・競技中の怪我などの応急処置は行いますが、その後の責任は負えませんので、ご了

承ください。 

・大会申し込みにおける情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づいて取り扱い

ます。 

・大会結果、写真などの権利は、すべて主催者に帰属します。 

・大会当日の悪天候などによる開催の有無につきましては、当日の朝にホームページ

に掲載いたします。 

・施設内レストラン「銀河亭」にてお食事できます。 

・施設内温泉「銀河の湯」がございます。大会出場者は、通常￥８００が優待価格 

￥６００にてご利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すま離宮テニススクール 

「KINKI レディースサーキット係」 

 

住所：〒６５４－０１３３ 

兵庫県神戸市須磨区多井畑字若林９－７ 

TEL＆FAX：０７８－７８６－３６３８ 

HP：sumarikyu-ts.com



ＫＩＮＫＩレディーステニスサーキット申込書 

 
※必要事項を正確に記入、または〇で囲んでください。 

オープンクラス チャレンジクラス 

代表者氏名 所属名 所属府県 

   

住所・電話番号 戦績 ポイント 

〒   ―     

 

 

 

 

電話番号：    ―     －      

 

携帯電話：    ―     －      

 ※不明の場合は未記入 

 

 

 

 

Ｐ   

 

氏  名 所属名 所属府県 

   

住所・電話番号 戦績 ポイント 

〒   ―     

 

 

 

 

電話番号：    ―     －      

 

携帯電話：    ―     －      

 ※不明の場合は未記入 

 

 

 

 

Ｐ   

 

参加希望大会           ※〇で囲んでください    

第１戦 第２戦 第３戦 第４戦 第５戦 
サーキット 

ファイナル 

※これによって得た個人情報は、本大会で利用する目的以外には使用いたしません。 


