
各所属団体　殿    Ｈ28.3.3
    さいたま市テニス協会　 会長　関　久治

下記大会要項で開催します。多数、ご参加下さい。　 主催・主管　：　さいたま市テニス協会

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

２． 種 目 （1）一般男女/Ａ・Ｂ・Ｃ・E 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

＊（1）一般と（2）ベテランのみ重複参加可

３． 日 程

予備日

４． 参 加 資 格 H28年度さいたま市テニス協会所属団体の登録会員であること。
細部は別紙の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登録者は参加不可）
（２）一般-Ｂ：中級者対象、S登録者に限定（県大会出場有資格者と、T登録者は参加不可）
（３）一般-Ｃ：初級者対象、S登録者に限定（県大会出場有資格者と、T登録者は参加不可）
（４）一般-E：初心者対象、E登録者に限定（YOU&I）

＊一名での申し込みも可(組み合わせは協会に一任)。　
＊参加数に応じて試合を企画します。雨天中止(HP上に当日掲載)。

（５）ベテラン
＊満年齢がH２８年１２月３１日までに各種目の年齢に達する方々
＊男子60，70,女子60才以上は「満年齢がH２９年４月１日までに左記種目の年齢に達する方々」

　ねんりんピック全国大会代表選手（代表選手資格は別紙参照）選考を兼ねるため、上記年齢基準と異なります。　
５． 使 用 球 ダンロップ　フォート　イエロー

６． 参 加 料 ２０００円　（１組：傷害保険料込み）　　　申込後の返金はしません。　一般-Eは当日徴収。

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７Ｐタイブレーク方式）
＊申込み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． 申込方法・申込先・問い合せ先　：　※これ以外の方法は、受付しません。　　　　　　　　　　　
＜申込方法＞ 参加費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。

＜振込先＞口座番号：　００１５０－７－７４４０３４、加入者名：さいたま市テニス協会
銀行から振り込む場合： ゆうちょ銀行　　0一九（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店（０１９）　　当座　０７４４０３４

＜仮ドロー＞ 4月15日頃に、さいたま市テニス協会ＨＰ上に掲示します。
＜申込先＞　　〒330-0802　さいたま市大宮区宮町１－３８　ＫＤＸ大宮ビルＢ1F　ラケットショップ　キャビン内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局窓口　　　　☎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）

　　　　　　☎０４８－８８１－０５７９　　（ＡＭ10:00～ＰＭ8:00）

申込締切日：Ｈ２８年３月２４日（木）       ＰＭ５：００必着
大会担当：　矢部　憲道　☎０９０－４８４５－９７８４　（20:00～21:00）

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（Ｔシャツ不可）　テニスシューズを着用して下さい。
(5)過去２年間県大会一般に出場者（予選も含む）は申込用紙備考欄に戦績を記入して下さい。
(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。

　　　

　　 (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

※天沼公園、浦和元町、堀崎公園の各駐車場は駐車台数に制限があります。車でのご来場は控えて下さい。

5/19（木）
　5/21(土）

(9)申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できませんのでご注意ください。

男女ベテラン

＊参加数によって日程、試合方法の変更もあります。必ず、仮ドローで確認してください。

天沼
5/7(土)

岩槻
　　5/22（日）　　　　　　　天沼・荒川南北堀崎

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人数・金額を記入、
払込受領証証（コピー 払込受領可）を貼り付け申込先に郵送又はお持ちください。

(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ベスト１６

  平成２８年度 さいたま市民テニス大会【 春季ダブルス兼ねんりんピック予選会】

男女A

男子A・B・女子B

男女B

堀崎
元町

荒川南

5/14(土)
天沼
元町

5/15(日)
荒川南

荒川北

男子A・B・女子A・C

5/12(木)

荒川北

5/8(日)
5/1(日)

5/3(火)

5/4(水)

5/5(火)

天沼

岩槻

元町

天沼
堀崎

堀崎
元町

荒川南

男女C

男女E
男女ベテラン・男女E
残り試合

元町
残り試合



種 目 ・男子複　６０才以上　：　昭和32年４月１日以前の出生者

・男子複　７０才以上　：　昭和22年４月１日以前の出生者

・女子複　６０才以上　：　昭和32年４月１日以前の出生者

参加資格 ・協会登録者（但し、派遣選手はＳ登録者のみとなります）

・前年度代表者は、大会に参加できますが派遣選手にはなれません。

その他 ・上記種目上位組から参加資格等を確認後、各１組を選抜します。

・派遣選手には行政、協会から若干の派遣費補助がでます。

期 日

団 体 戦 ：チームは上記３種目、各１組で構成する。

参加資格 ：前年度全国大会出場者は同一種目に参加できません。

その他 :大会の実施要項は下記アドレスでご確認下さい。

http://www.nenrin-nagasaki2016.jp/をご覧ください。

テニスの会場は佐世保市の予定です。
総合開会式は諫早市の長崎県立総合運動公園の予定です。

ねんりんピックとは!!!

楽しいお話を聞かせていただいています！

躊躇してないで、エントリーしてみませんか？

地域、世代を超えた友情も　芽生えています。

：平成28年10月15日（土）～10月18日（火）

今年は第２９回全国健康福祉祭
ながさき大会ねんりんピック!!!

ねんりんピックとは、全国健康福祉祭の愛称です。

60歳以上の方々を中心として、あらゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることができる総合的な祭典です。

厚生省創立50周年を記念して、昭和63（1988）年に、第1回大会が開催されて以来、毎年開催されています。

各会場では、地元の特色を活かし選手や来場者をもてなします。

そこでは、選手同士や　選手とボランティアなどの多くの人々とのふれあいにより、 

この大会のベテラン男子60才・70才・女子60才は
「ねんりんピック」の予選会をかねています!!!

毎年、参加された選手の方々からは

年齢基準に合うならば、行かないなんてもったいない!!!

「楽しかった！」「良い思い出が出来た！」「行ってよかった！」等・・・

http://www.nenrin-nagasaki2016.jp/


さいたま市民テニス大会　春季ダブルス　申込書上付

<注意>

種目
申込
人数

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

E(YOU&I) 男・女

小計

○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
替払込受領証の金額が一致している
ことをご確認ください。

振替払込受領証貼付欄

※申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できません。
もう一度ご確認ください。

申込者氏名：

連絡先ＴＥＬ：

合計金額

申　込　日　：Ｈ　　　年　　　月　　　日　　　

申込書枚数：　　　　　　　　　　　　　枚

登録団体名：



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．

※　振替払込受領証の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

さいたま市民テニス大会春季ダブルス(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 所　属　団　体 戦　　　　績
（過去2年間県大会出場）

※申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できませんのでご注意ください。

1

2 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

3 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

4 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

7 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

8 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

5 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

6 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

9 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

10 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．

※　振替払込受領証の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

さいたま市民テニス大会春季ダブルス(一般女子：Ａ・B・Ｃ)申込書

種目 （○で囲む） 氏　　　名 所　属　団　体 戦　　　　績
（過去2年間県大会出場）

※申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できませんのでご注意ください。

※所属団体は一人一人記入してください。

1 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

2 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

3 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

4 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

5 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

6 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

7 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

8 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

9 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

10 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．
４ドロー未満で試合
が成立しない場合
（どちらかに○）

※　振替払込受領証の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

さいたま市民テニス大会春季ダブルス（ベテラン男・女)申込書

種目（○で囲む） 氏　　　名 所属団体 生年月日

※所属団体は一人一人記入してください。

※申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できませんのでご注意ください。

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

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

1

2
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

・年齢繰り下がり
　出場
・参加辞退

男　・　女
45才・50才・55才

60才・65才・70才以上

3
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

・年齢繰り下がり
　出場
・参加辞退

4
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

・年齢繰り下がり
　出場
・参加辞退

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

5
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

・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

・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

8
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上

・年齢繰り下がり
　出場
・参加辞退

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

S   　年　　月　　日

7
男　・　女

45才・50才・55才
60才・65才・70才以上



登録団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｎｏ．

※　振替払込受領証の原本・コピーは、申込書上付に貼付して下さい。

（木）　・　（土）

10 男子　・　女子 （木）　・　（土）

9 男子　・　女子

（木）　・　（土）

5 男子　・　女子

（木）　・　（土）

7 男子　・　女子 （木）　・　（土）

6 男子　・　女子

8 男子　・　女子

（木）　・　（土）

（木）　・　（土）

（木）　・　（土）

（木）　・　（土）

2 男子　・　女子 （木）　・　（土）

1 男子　・　女子

3 男子　・　女子

4 男子　・　女子

さいたま市民テニス大会春季ダブルスE(YOU&I)申込書

種目 （○で囲む） 氏　　　名 所　属　団　体 曜日選択

※所属団体は一人一人記入してください。

※申込書不備（登録団体・参加種目・参加資格の未記入・間違い等）の場合参加できませんのでご注意ください。




