
令和2年度西脇庭球協会行事表　　　R.2.4.5
月 �日 �曜 �大　会　名 ��会場 �諦切目 �参　加　資　格 ��予備日 �参加金 

4 �4 �土 �西麿蒋尿素瑳欒懇‾　手 ��西脇 � �午前9時 �� � 
5 �日 �クラブ対抗春季大会 ��総合他 �3/12 �男子(5組) �� �10,00ゆ 
11 �土 �県春季大会(シニア) ��総合 �3/19 �シニア男女(50.55.60.65.70,75,80) �� �3,000 
・†2 �日 �喋春季大会 ��総合 �3/19 �一般男子・一般女子A・B、成年男女、シニア45 �� �8,000 

19 �日 �万葉オープン春季大会(女子・シニア) ��稲美町 �4/9? �一般女子・シニア45・55・65 �� �2,400 

26 �日 �万葉オープン春季大会(一般男子) ��稲美町 �4/16? �一般男子 �� �2,400 
II �II �西脇市テニス教室　① ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 

29 �水 �西脇市テニス教室　(む ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 

5 �3 �日 �西脇市テニス教室　(努 ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 
4 �月 �西脇市テニス教室　④ ��西脇 � �午前9時一12時 �� � 
5 �火 �西脇市テニス教室　⑤ ��西脇 � �午前9時-1・2時 �� � 
II �II �山手クラブ全国大会 ��しあわせ �4/5 �一般男子・シニア(45.55.60.65.70) �� �3,000 

6 �水 �西脇市テニス教室(㊤ ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 
9 �土 �近畿選手権大会(シニア) ��:掛目∴香∴ �3/20 �シニア男女(.50.55.60,65.70.75.80) ��5/11 �4,000 

10 �日 �近畿選手椅大会 ��明言自害; �3/20 �一般男女・成年男女、シニア45 ��5/11 �4000 
II �lI �西脇市テニス教室　(カ ��西脇 � �午前9時へ12時 �� � 

16 �土 �ねんりんピック兵厘県大会 ��総合 �5/9 �シニア男子60歳以上、混合(男子70歳、女子60歳以上) ��5/23 �200ゆ 

17 �日 �44国東播壮年大会 ��西脇 �5/7 �シニアは、オープン(55.65.70) �� � 

ゼ4 �〇日 �ま播一般壮年大会 ��加古川 �う/、1臆0? �一般男女・シニア(45.蹄-6辱) �� �2餌場 
II �II �西脇市テニス教室　(⑬ ��西脇 � �午前9時へ12時 �� � 

31 �日 �西脇市テニス教室　(予備日) ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 

6 �7 �日 �加古川都市対抗 ��加古川 �5/24? �一般男女壮(3チーム団体) �� �8,000 
II �II �西脇市テニス教室　(予備日) ��西脇 � �午前9時-12時 �� � 

13 �土 �兵庫県民大会(シニア) ��吉川 �5/21 �シニア男女(50.55.60.65.70.75.80) �� �3,000 

14 �日 �兵庫県民大会 ��吉川 �5/21 �一般男子・一般女子A"B、成年男女、シニア45 �� �3,000 
II �II �西脇市テニス教室　(予備日) ��西脇 � �午前9疇-12時 �� � 

20 �土 �全日本ミックス選手権 ��大分 �4/10? �一般、35.45.50.55.60.65.70 �� �4,000 

28 �日 �芦屋オープン大会 ��芦屋 �6/14? �成年、シニア(45.55.60.65.70.75.80) �� �3.000 

II �Il �姫路(3チーム団体戦) ��姫路 �6/16? �男子(3チーム)団体戦 �� � 

7 �4 �土 �西日本シニア選手権(7/4-7/5) ��丸亀市他 �4/24 �シニア男女・(,50,55.60.65.70.75.80)、シニア45は、7/11 ��7/6 �4,000 

5 �日 �いなみ野オープン団体選手権(男子) ��稲美町 �6/25? �一般男子(3組) �� �7,200 
12 �日 �いなみ野オープン団体選手権は子.シニア) ��稲美町 �7/2? �一般女子(3組)、シニア男子(3組) �� �7,200 
.事9 �丁目 �54国東鰭都市対抗(団体戦) ��西脇 �、7/9 �一般男女成男成女壮45.壮60(2・1・1・1〇年1) �� �・7う000 

8 �2 �日 �全日本クラブ選手権予選会 ��吉川 �7/9 �男子(3チーム)団体戦 �� �6、000 

23 �日 �篠山市選手権(森本杯)10時開始 ��篠山 �8/11? �一般男子"成年男子・壮年男子・女子 �� �2.000 

9 �6 �日 �鳥取久松杯全国大会 ��鳥取 �8/4? �一般男女・成年男女"シニア(45.55.60.65.70.75.80) �� �3.500 
II �lI �46回北播市川杯大会(-般男子) ��西脇 �8/27 �一般男子(含高校生) �� �2.000 

13 �日 �46回北播市川杯大会(シニア) ��西脇 �9/3 �シニアは、オープン(55.65.70) �� �2.000 

19 �土 �姫路叛オーブン大会(シニア) ��広畑 �8/22 �シニア45.55.60.65.70.75 �� �3.000 
II �II �全関西ソフトテニス大会 ��三段池 �8/15? �一般男女"成年男女・シニア男女(45.55.65) �� �3.000 

20 �日 �県オープン秋季大会 ��明石 �8/27 �男子(一般"30歳・40歳)2-4級の有資格者又は無数者 �� �3,000 
II �II �技術等級検定会 ��明石 �9/6? �午後13時開始、前もって申請必要 �� �4,000 
II �II �県加古川大内杯(シニア) ��加古川 �8/31? �シニア男子(45.55.65) �� �2.000 

21 �月 �県マスターズ大会 ��明石海浜 �8/11 �梅(55以上)、竹(65以上)、松(男子75以上と女子65以上) �� �3,000 
II �II �67回西脇市民大会(-般男女) ��西脇 �9/5 �一般男女(含高校生・中学3年) ��9/22 � 

22 �火 �姫路城オープン大会(男子) ��広郷 �8/22 �一般男女、成年男子 �� �3.00 
26 �土 �全日本シニア選手権(9/26-9/27) ��備前/総合 �8/3 �シニア男女・(45,50.55.60.65,70.75.80) �� �4,000 

27 �日 �県加古川大内杯(男子) ��加古川 �9/13? �一般男子"成年男子 �� �2,00 

10 �4 �日 �67回西魅市民大会(開会式)(中学男女) ��西脇 �9/5 �中学1-2年男女 ��10/10 � 

11 �日 �67回西脇市民大会(シニア) ��西脇 �10/1 �シニア、-般女子も参加OKです �� � 

17 �土 �県選手権大会(シニア) ��総合 �9/24 �シニア男女(50.55.60,65.70.75.80) �� �3,00ゆ 

18 �日 �県選手権大会 ��総合 �9/24 �一般男子・一般女子A"B、成年男女、シニア45 �� �3,000 
31 �土 �ふれあいソフトテニス大会 ��総合 �10/17 �′ブ ��11/28 � 

11 � � �ナ十百罵謡霞字種大会(⊥疫女子子《‾‾‾‾ �� � �ニ藤妻子(含育種主高‾、’二‾t/十‾二二㌢‾‾-「、‾‾調調’’’ �� � 1 �日 ���西脇 �10/22 ��� �2,琉 

3 �火 �篠山スポーツ振興大会 ��篠山 �10/20? �一般男子・成年男子"壮年男子・女子 �� �2,000 
15 �日 �71回北緯選手権大会(シニア) ��西脇 �11/5 �シニアは、オープン(55.65.70) �� �2,000 

22 �日 �71回北緯選手権大会(-般男子) ��西脇 �11/12 �一般男子(含高校生) �� �2,000 
29 �日 �クラブ対抗秋季大会 ��吉川/総合 �11/5 �男子(5組) �� �10,000 

12 �6 �日 �万葉オープンミヅクス大会潮田国際蘭 ��・‡稲美町 �11/26? �一般ミックス �� �2,400 
II 12 �II 土; �審判講習会 ��神戸勤労 社ポート? �11/21? �審判講習会14:00(申請必要) �� � 

西庭怒輩会シ予′÷〕鴻海藻二二二潔等 
13 �日 �万葉オープンミックス大(70~140) ��稲　町 �12/3? �ミックス(70.90,110.120.130.140) �� �2400 

R.3年 � � � �� � � �� � 

2 �7 �日 �砂　市対几(インドア) �� �1/17? �5組団体(男子2、女子、年　シニア) �� �5000 

3 �6 � �鞋甘藍監一誌頚添乳二四〇　　/¥　　　〇　　号揖8 �� � �1・- �� � 

7 �日 �シニアクラブ対抗 ��吉川 �2/11 �シニア45.60(3チーム)団体 �� �9,000 
II �II �オー　ン ��明石 �2/11 �男子(一般のみ)2-4級の有賀終着又は無綾香 �� �3000 

II �II �技術等級検定会 ��明石 �2/21? �午後13時開始、前 �りもって申請必要 � �400 
II �II �いなみ野オープンミックス大会(一般) ��稲美町 �2/25? �一般ミックス �� �2,400 

14 �日 �いなみ �野オー　ンミツ　ス　会(70_100) � �3/1? �ミックス70.90.110120130140) �� �2400 

II �lI �岡山とくり杯 ��備前 �2/21? �シニア(45.55.65) �� �2,000 

21 �日 �審判講習会 ��神戸勤労 �3/7? �審判講習会14:00(申請必要) �� �菓 


