
各所属団体　御中    Ｈ27年6月28日
    さいたま市テニス協会　 会長　関　久治　

主催：さいたま市　　共催：さいたま市体育協会
主管：さいたま市テニス協会

下記大会要項で開催します。多数、ご参加下さい。　

（記）
１． 会 場 天沼公園・岩槻文化公園・堀崎公園・浦和総合運動場【元町】(砂入り人工芝)、荒川総合運動公園南・北（ｸﾚｰ）

２． 種 目 （１）男女一般／Ａ・Ｂ・Ｃ ６種目
（２）男女ベテラン／４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上 １２種目
（３）男女YOU&I(エンジョイクラス） ※一名での申し込みも可 2種目
※（１）一般と（２）ベテランのみ重複参加可

３． 日 程

４． 参加資格 H２7年度さいたま市テニス協会の所属団体の登録会員であること。細部は大会参加資格細則参照。
（1）一般Ａ：県大会予選会、S登録者に限定（県大会出場有資格者と、T、E登録者は参加不可）
（2）一般Ｂ：中級者が対象、S登録者に限定（　  　　　　　　　　　同上　　    　　　　　　　　　　）
（3）一般Ｃ：初級者が対象、S登録者に限定（　　　　　　　　　　　同上　　　　　　　　   　　　　　）

　　（さいたま市在住または在勤が条件。申込用紙の所属団体欄に住所または勤務先住所を必ず記入すること。）
（6）ＹＯＵ＆Ｉ（エンジョイクラス）：E登録者に限定　※参加数に応じて試合を企画します。雨天中止。

※一名での申込みも可（参加料1000円）。ペアは抽選で決めますので一人でも気兼ねなくお申込み下さい。

５． 使 用 球 ダンロップ　フォート　イエロー

６． 参 加 料 ２０００円／１種目　（傷害保険料込み）　申込後の返金はしません。　 　※YOU＆Iは試合当日払い

７． 試合方法 トーナメント、ブロック別トーナメント方式　　　１セットマッチ（６ゲームオール７ポイントタイブレーク方式）
申込４ドロー以上で試合を実施します。試合不成立の場合は、大会運営委員会での審議結果を連絡します。

８． 審判方法 セルフジャッジ方式

９． 申込先・申込方法・問合せ先         ＊これ以外の方法は受付致しません。
＜申込方法＞

＜仮ドロー＞　8月13日頃に申込先及びさいたま市テニス協会HP上に掲示しますので選手はいずれかで確認してください。
＜申込先＞

申込締切日：Ｈ２7年７月２1日（火） ＰＭ５：００必着（以降は受け付けません）
問い合わせ担当：　高橋　秀幸　携帯090-3521-0054（19:30～21:00）

１０．その他 (1)本大会は日本テニス協会発行の「ＪＴＡテニスルールブック」の規定を準用します。
(2)本大会はすべてのプレーヤーを公平に扱います。
(3)本要項の試合方法等は天候など止むを得ない事情により変更されることがあります。
(4)試合ではテニスウェアー、テニスシューズを着用して下さい。
(5)過去２年間県大会一般出場者（予選も含む）は申込書戦績欄に記入して下さい。
(6)クラスダウンは原則認めません。詳細は、大会参加資格細則による。

　　　 (7)県大会推薦：男女8～16組（ｴﾝﾄﾘｰ数に準ず）  さいたま市選手権出場資格：男女Aｸﾗｽと年齢別の各ﾍﾞｽﾄ16
　　 (8)年間優秀選手決定トーナメント出場資格：Ｂ・Ｃクラス　ファイナリスト

女子C、男女YOU＆I、残り試合

９／２１
(月)

予備日

９／２２（火） 予備日

　　　 　　　☎０４８－８８１－０５７９　　（ＡＭ10:00～ＰＭ8:00）

天沼公園、浦和総合、堀崎公園の各駐車場は駐車台数に制限があります。車でのご来場はできるだけ控えて下さい。

＜振込先＞　　参加料をゆうちょ銀行又は郵便局で備え付けの払込取扱票で払い込んでください。
  　　　　　　　 口座番号　 ００１５０－７－７４４０３４　　加入者名  さいたま市テニス協会
　　　　　　　  　（上記以外の銀行から振り込む場合）
　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　０一九（ゼロイチキュウ）店（０１９）　当座０７４４０３４　加入者名　さいたま市テニス協会

〒330-0802　 さいたま市大宮区宮町１－３８－１ 　KDX大宮ビルＢ１Ｆ　ラケットショップキャビン   
   さいたま市テニス協会窓口    ☎０４８－６４３－５８６５　　（ＡＭ10:00～ＰＭ8:00）
〒330-0056　さいたま市浦和区東仲町１９－２　プロショップセゾン（水曜日定休）

添付の申込用紙（コピー可）に必要事項を記入のうえ、申込書上付にまとめの組数・金額を記入し、
参加料の振込済を確認できる払込受領証等（コピー可）を貼り付け申込先に郵送又はお持ちください。

９／１３
（日）

天沼
女子Ａ,Ｂ,Ｃ

堀崎
堀崎

＊参加数で日程、会場の変更あり、必ず仮ドローで確認下さい。

（4）ベテラン：満年齢がH27年12月31日までに各種目の年令に達する者（S,T登録者に限定、E登録者は参加不可）
（5）未登録者は一般Ｂまたはベテランへの参加とする。

※水曜日又は日曜日のいずれかを選択して申し込むこと。両方に重複して参加も可。

９／６（（日） 元町 女子Ｂ 岩槻
９／９（水） 天沼 男女ＹＯＵ＆Ｉ 堀崎
９／１２

(土）
岩槻

男子Ｃ
荒川南

元町 荒川北

元町 天沼

８／３０
(日）

天沼
男子Ａ、Ｂ、女子ベテラン

元町
堀崎 岩槻

９／５
(土)

天沼
女子A、男子ベテラン

荒川南
9/20
(日）

  平成27年度 さいたま市民体育大会 兼 さいたま市民テニス大会 秋季ダブルス

８/２９（土） 堀崎 男女ベテラン 岩槻9/19
（土）

男子A、B、C



さいたま市秋季市民大会 

ｙｏｕ＆Ｉテニス 

参加者 募集中 

 

  健康やレジャーを目的としてサークルや教室でテニスを楽しん 

でいる皆様、又、大会にもこれから参加したい方。 

ぜひＹＯＵ＆Ｉクラスでゲームを楽しんでみませんか。 

ダブルスも 1人でも申し込めますし、参加費は試合当日の支払で雨天順延 

もありません。参加者は 3試合程のゲームを人数に応じて行います。 

終了後、コートに余裕が有れば練習もできます。 

（ｙｏｕ＆Ｉクラスに参加するにはテニス協会の E 登録会員に成る必要が有

ります。詳しくはさいたま市テニス協会ＨＰで） 

次回の ｙｏｕ＆Ｉ は 秋季ダブルスです。 

日程は 9月 9日（水）天沼および 9月 20日（日）岩槻の予定です。 

詳細はｈｐで。 

 

2015年 6月 23日    

                           さいたま市テニス協会 

                           事務局 ・ 普及部 



さいたま市民テニス大会　秋季ダブルス　申込書上付
<注意>

種目
申込
組数

振込額

一般男子 Ａ・Ｂ・Ｃ

一般女子 Ａ・Ｂ・Ｃ

ベテラン
男子

45-70才以上

ベテラン
女子

45-70才以上

YOU&I 男・女

小計

申込者氏名：

連絡先ＴＥＬ：

○この上付と申込書をセットで申し込みく
ださい。

○振替払込受領証等の原本、又はコピー
を下へ貼付してください。

○左記振込額合計と下に貼付した振替払
込受領証等の金額が一致していることを
ご確認ください。

合計金額

申　込　日　：Ｈ　　　年　　　月　　　日　　　
振替払込受領証等貼付欄

申込書枚数：　　　　　　　　　　　　　枚

登録団体名：



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．

※　振替払込受領証等の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

10 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

9 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

8 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

7 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

6 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

5 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

4 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

3 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

2 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

1 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

さいたま市民テニス大会秋季ダブルス(一般男子Ａ・Ｂ・Ｃ)申込書

所属団体は一人一人記入してください。

種目（○で囲む） 氏　　　名
フリ　　　　　　　　　ガナ 所　属　団　体

（未登録者は住所または
勤務先住所を記入）

戦　　　　績
（過去2年間県大会

出場）



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．

※　振替払込受領証等の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

10 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

9 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

8 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

7 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

6 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

5 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

4 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

3 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

2 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

1 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

さいたま市民テニス大会秋季ダブルス(一般女子Ａ・Ｂ・Ｃ)申込書

所属団体は一人一人記入してください。

種目（○で囲む） 氏　　　名
フリ　　　　　　　　ガナ 所　属　団　体

（未登録者は住所または
勤務先住所を記入）

戦　　　　績
（過去2年間県大会

出場）



Ｎｏ．

４ドロー未満で
試合が成立し
ない場合（どち
らかに○）

※　振替払込受領証等の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

S　　年　　月　　日 ・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

9
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日 ・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

10
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

8
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日

7
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日

S　　年　　月　　日

S　　年　　月　　日

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

5
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日 ・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

6
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

4
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日

3
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日

S　　年　　月　　日

S　　年　　月　　日

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退

・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

1
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

S　　年　　月　　日 ・年齢繰り下
がり出場
・参加辞退S　　年　　月　　日

2
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

さいたま市民テニス大会秋季ダブルス(ベテラン男子・女子)申込書
登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）所属団体は一人一人記入してください。

種目（○で囲む） 氏　　　名
フリ　　　　　　　　　ガナ 所　属　団　体

（未登録者は住所または
勤務先住所を記入）

生年月日



Ｎ０． 種目（○で囲む）

10
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

9
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

8
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

7
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

6
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

5
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

4
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

3
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

2
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）

1
（水）　　・　　（日）

（両方に申込）
男子 ・ 女子

男子 ・ 女子

さいたま市民テニス大会秋季ダブルス(ＹＯＵ＆Ｉ)申込書

氏　　　名
フリ　　　　　　　　　ガナ

所　属　団　体 曜日選択（○で囲む）

登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）　所属団体は一人一人記入してください。




