
埼玉県テニス協会

1 主　　催 埼玉県テニス協会

2 協　　賛 (株）ダンロップスポーツマーケティング

3 会　　場 大宮第二公園第一テニスコート（砂入り人工芝コート）

4 参加資格 ① 埼玉県に在住又は在勤で、埼玉県テニス協会の会員であること。

申込書には埼玉県テニス協会会員登録個人番号の記入が必須となっています。

② 日本テニス協会ベテラン選手登録について

日本テニス協会ベテラン選手登録の必要はありませんが、前々回・前回で本戦の初戦勝者

(不戦勝は含まない)以上の選手はベテラン選手登録をしないと今大会に参加できません。

5 種　　目 男子 女子

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

【単・複】 【単・複】

6 大会日程 予　選

　＊エントリー数によって、日程・試合方法等の変更があります。

＊天候事情により当日全種目中止の場合、以下のように順延します。

単 8月26日(日)　→9月 １日(土)　→その後順延

複 8月26日(日)　→9月 2日(日)　→その後順延　                                  

7 試合方法　予選リーグ １セットマッチ［6ゲームオール、タイブレーク方式］　3人1組　（1人2試合）

本戦トーナメント ３セットマッチ　［マッチタイブレーク(7ポイント)方式］

＊ファイナルセットは７ポイントのタイブレークです。

ただし80歳以上のシングルスは、8ゲームプロセット

8 使 用 球 ダンロップ・フォートイエロー　２球使用　ボールチェンジはありません。

70歳以上　(1948年12月31日以前に出生の方)

65歳以上　(1953年12月31日以前に出生の方)

男女単複

種　　目

≪　開催要項　≫

男女単複

40歳以上　(1978年12月31日以前に出生の方)

男女単複

男女単複

６５才以上単・男女複

男女単

予備日

60歳以上　(1958年12月31日以前に出生の方)

１０月１４日(日）

本　戦

９月１５日(土）

９月　９日(日）

85歳以上　(1933年12月31日以前に出生の方)

80歳以上　(1938年12月31日以前に出生の方)

平成３０年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会

第３１回県民総合体育大会 

55歳以上　(1963年12月31日以前に出生の方)

50歳以上　(1968年12月31日以前に出生の方)

45歳以上　(1973年12月31日以前に出生の方)

９月　８日(土）

９月　２日(日）

９月　１日(土）

８月２６日(日）

兼DUNLOP SRIXON テニストーナメント関東大会埼玉県予選会

グレードＥ２　ワンコイン制度対象大会）

35歳以上　(1983年12月31日以前に出生の方)

75歳以上　(1943年12月31日以前に出生の方)
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9 申込方法 ① 所定の申込用紙（コピー可。Ａ４サイズ）に必要事項を記入した上、お申込ください。

申込用紙は埼玉県テニス協会ＨＰ　［http://sta.kinet.jp/］　よりダウンロードできます。

② 単複ともに出場する場合、年齢の異なる種目には申し込めません。

③ ダブルスの申込書は１組１枚です。

＊申込みは条件を満たした申込書類全てが届いて初めて完了となります。

尚、参加基準は厳格にしています。

【申込先】

10 参 加 費 ① 4,000円　［賠償保険料及びワンコイン制度金含む］

② 本戦出場者には、本戦初日に単複それぞれ1,000円を徴収します。

③ 締切日以後のキャンセルについては返金致しません。

【払込方法】ゆうちょ銀行か郵便局にある払込取扱票(青色)に下記項目を記入し払込んで下さい。

＊参加費の払込受領書（郵便振替）は大会が終了するまで保管して下さい。

11 申込締切 平成３０年７月１２日（木）１６：００必着　(直接持参の申込みは受付けません)

12 ドロー会議　平成３０年７月２０日(金) １０：００からの予定

13 ドロー発表　平成３０年７月２７日(金)　埼玉県テニス協会ホームページに発表します。［http://sta.kinet.jp/］

14 注意事項　　①

②

③ 申込書の記載不備の場合は出場できない場合もありますので要項を確認下さい。

JTAベテラン選手登録をされている人は登録番号とポイントを必ず記入して下さい。

④

⑤ 45歳以上男複の優勝者は、DUNLOP　SRIXON テニストーナメント関東大会に出場できます。

⑥

⑦

15 問合せ先　 埼玉県テニス協会（月・水・金　AM10:00～PM4:00） TEL   048-778-1213

FAX   048-778-1214

トーナメントディレクター 上 羅 廣

トーナメントスーパーバイザー 金 子 明 彦

トーナメントレフェリー 森 洋 子

2018年6月4日 　発表

本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。

本大会はJOP対象大会（E-2）です。原則として（財）日本テニス協会発行の「JTAルールブッ
ク2018」の規定を適用します。

全種目について本大会の優勝者は、関東オープンテニス選手権大会（ベテランの部）の県テ
ニス協会推薦選手となりますが、推薦を受けても必ずしも出場できるとは限りません。優勝者
が資格取得者の場合は準優勝者が対象です。但し日本テニス協会ベテラン選手登録者に
限ります。

今大会は全種目予選・本戦で行います。本戦のドロー数は参加人員により異なります。尚、
申し込み数が３組以上の種目は実施します。

大会申込締切日前までに、2018年度の日本テニス協会ベテラン選手登録を行えば、今大会
よりJOPポイントが付きます。

〒362-0031 上尾市東町三丁目1679 スポーツ総合センター内

埼玉県テニス協会「ベテラン担当」宛

・口座番号 ００１１０－１－４８４２２６

・加入者名 埼玉県テニス協会

・通信欄 出場種目、選手名、携帯電話（または固定電話）番号
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＊在勤の場合は勤務先を記入

（勤務先）

＊該当欄を○で

　　囲んで下さい

＊申込みまでにＪＴＡへベテラン選手登録申請済みで登録番号が未到着の人は必ず郵便払込受領証を添付して下さい。

登録番号がわかり次第協会へお知らせください。

◆　参加費振替払込　(郵便振替払込受領証の記載内容を記入して下さい）

＊記入漏れや添付漏れがあると受付できません。

　受付できない場合は、払い込まれた参加費から郵送料500円を差し引いた

  平成30年6月改正

　金額を返金しますのでご了承下さい。

取　扱　店 依頼人(参加費払込者名）

取　扱　日 店　　番 取扱番号　(頭文字が「A」か「N」で始まる8桁の番号）

　　年 　月　 日

年　　令　　種　　目

45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上 85歳以上

埼玉県ベテランテニス選手権大会申込書（シングルス）

JOPﾎﾟｲﾝﾄ記入欄

大
会
名

春　季　大　会 男　　　子

女　　　子

G / L

種
　
目秋　季　大　会

　ここに原票又はコピーを添付

（出来るだけ携帯をお願いします）

〒

　　　19　　　年　　　月　　　日 

 ＪＴＡベテラン選手登録申請

住　所

　　　郵便払込受領証

℡

40歳以上 35歳以上

在勤

在住

連　　絡　　先

生年月日（西暦）

（登録された方のみ記入）
JTAベテラン選手登録番号

氏　　　　　名

（フリガナ）

（記入がないまたは会員番号の末尾が
「N」の方は受付できません）

埼玉県テニス協会会員番号

埼玉県外に住み、埼玉県内に勤務

埼玉県内に在住



(選手Ａ）

(選手Ｂ）

＊在勤の場合は勤務先を記入

　＊該当欄を○で

　　　囲んで下さい

35歳以上

　　１９　　年　　月　　日　 　　１９　　年　　月　　日　

（出来るだけ携帯をお願いします）

（出来るだけ携帯をお願いします）

◆　参加費振替払込　(郵便振替払込受領証の記載内容を記入して下さい）

＊記入漏れや添付漏れがあると受付できません。

　受付できない場合は、払い込まれた参加費から郵送料500円を差し引いた

  平成30年6月改正

　金額を返金しますのでご了承下さい。

取　扱　店 依頼人(参加費払込者名） ここに原票又はコピーを添付

在勤　(県外に住み県内在勤）

85歳以上50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

年　　令　　種　　目

40歳以上 45歳以上

（記入がないまたは会員番号の末尾が
「N」の方は受付できません）

埼玉県テニス協会会員番号

埼玉県ベテランテニス選手権大会申込書（ダブルス）

男　　　子

女　　　子

春　季　大　会

秋　季　大　会
大会名 種　目

勤務先

勤務先県内在住

県内在住 在勤　(県外に住み県内在勤）

JOPﾎﾟｲﾝﾄ記入欄

（フリガナ）

（登録された方のみ記入）

選手Ｂ

生年月日（西暦）

氏　　　　名

JTAベテラン選手登録番号

℡

＊申込みまでにＪＴＡへベテラン選手登録申請済みで登録番号が未到着の人は必ず郵便払込受領証を添付して下さい。

登録番号がわかり次第協会へお知らせください。

取　扱　日 店　　番 取扱番号　(頭文字が「A」か「N」で始まる8桁の番号） ＪＴＡベテラン選手登録申請

連絡先

選手Ａ

　　年 　月　 日 郵便払込受領証

〒

住　所

G / L

〒

住　所

℡

G / L
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