2022 年 3 月 21 日
主催:厚木市テニス協会

第 3８回厚木市クラブ対抗戦要項
（神奈川県クラブ対抗厚木市テニス協会代表チーム決定戦）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、注意事項がありますので、必ずご確認ください。
1. 参加資格

厚木市テニス協会加盟団体のクラブ団体チーム（登録者のみ）
① 実業団団体は参加できません
② 1 団体 1 チームに限ります
③

複数のクラブ団体との混成チーム、他クラブ団体からの選手の借り入れは認めません

④ 4 組以上の選手が揃うこと
2. 日

程

2022 年 4 月 2 日（土）
、4 月 9 日(土)、4 月 10 日（日）
予備日 4 月 16 日(土)、4 月 17 日（日）
、4 月 23 日（土）

3. 会

場

厚木市営（南毛利、若宮、荻野）コート

4. 種

目

全種目 ダブルス ７ポイント
男子 フリー 1、45 才以上 1、55 才以上 1、65 才以上 1
女子 フリー 1、45 才以上 1、55 才以上 1
* 45 才以上: 1977 年(昭和 52 年)以前に出生した者
* 55 才以上: 1967 年(昭和 42 年)以前に出生した者
* 65 才以上: 1957 年(昭和 32 年)以前に出生した者

5. 試合方式

トーナメント方式
試合順: 男子 65 才以上 → 女子 55 才以上 → 男子 55 才以上 →
女子 45 才以上 → 男子 45 才以上 → 女子フリー → 男子フリー
* 全試合 8 ゲームスプロセット （日程消化等により変更あり）
試合は全てセルフジャッジで行います
ルールは「テニスルールブック 2021」に準じます
この大会は、全ての選手を平等に扱います
参加資格を満たしていないチームのエキシビジョンマッチは行いません
優勝、準優勝チームの県大会出場辞退に備えて、3 位決定戦も実施します

6. 使用球

ダンロップフォート
* 全試合ニューボールとします
試合当日 7 缶を忘れずに持参してください

7. 参加料

１チーム 6,000 円

8. 申込締切

２０２２年２月２５日(金)

必着
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9. 申込方法

全ての申込み手続きは、各団体代表者が代表者名で行って下さい
(1) 申込みは下記方法で行って下さい
メールにて配信した Excel ファイルに必要事項を記入後、電子メールに添付し
指定のアドレスへ送信してください
電子メール送信先（申込み)： t-ata@atsugi-tennis.jp
* 件名は、
「クラブ対抗申込み：
（通称団体名）
」 とする
例) クラブ対抗申込み： 厚木国際 TC

(2) 参加料は試合日に受付でお支払い願います。
10. エントリーリスト（登録メンバー表）
ドロー発表時に様式を添付しますので、３月２５日(金)までにメールで送付してください
11. 県大会の代表決定
本大会の優勝チーム、または優勝チーム及び準優勝チームとします
（2 チーム目の出場枠については 2022 年度の県大会要項に条件が記載されます）
＊ただし、優勝チームまたは準優勝チームが出場を辞退した場合、3 位のチームを代表チー
ムとします
12．注意事項
（１）新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、別紙１「新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い」を
遵守願います。
（２）大会に参加される団体の代表者は、
「参加者確認票（団体戦用）
」を記入し、試合日に受付に提出願いま
す。
「参加確認票」は厚木市テニス協会の HP にアップされております。
「参加確認票」が無い場合、受付
できませんので、忘れずに用意願います。
また、当日試合に出ない方の来場はできるだけ控えるようにお願いします。
問合せ先

幹事団体

主担当

榎本 康宏、

会計担当

木曽 勝敏

大会専用 e-mail

t-ata@atsugi-tennis.jp

チャンス TC

大会の構成 大会委員長
ディレクター
主催

厚木市テニス協会

小林 英一
川端 政幸
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別紙１

新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い
（１）２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。
会場で以下に該当することが判明した場合には、出場を取消し、退場いただく場合があります。


平熱を超える発熱



咳（せき）
、のどの痛みなど風邪の症状



だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）



嗅覚や味覚の異常



体が重く感じる、疲れやすい等



新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある



同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる



過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国、地域等への
渡航又は当該在住者との濃厚接触がある



その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある

（２）大会に参加する団体の代表者は当日「参加者確認票（団体戦用）」を記入し、受付に提出してください。
（３）大会会場では以下の事項を遵守してください。


会場で定められた感染防止対策規則に従ってください



LINE を利用されている方は「LINE コロナお知らせシステム」ポスターの QR コードを読み込
みシステムに登録ください



既に厚生労働省「COCOA システム」をインストール済みの方は Bluetooth をオンにしてくださ
い



こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください



受付時は 2m 以上の距離をおいて並んでください



観覧席では距離をおいて座り、大きな声での応援や会話は慎んでください



試合中を除きマスクを必ず着用ください



自分の試合が終了したら、直ちに退出ください。



ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰り下さい



現場で、新型コロナウイルス感染症の症状（疑わしい症状）が発生した場合、運営理事まで連
絡ください。
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（４） 試合中は以下の事項を遵守ください。


試合中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、息苦
しさを感じたらすぐに外してください



ポイントとポイントの間は対戦選手、ダブルスパートナーと 2m 以上の距離を確保してくださ
い



チェンジエンドの際は対戦相手、ダブルスパートナーと 2m 以上の距離を確保してください



ラケット、試合ボール、自分のタオルなどプレイに必要なもの以外には手をふれないでくださ
い



つばや痰をはくことはひかえてください。



試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法でかまいません

（５） 開催日後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは発症した方の濃厚接触者
であることが判明した場合には、厚木市テニス協会(t-ata@atsugi-tennis.jp)まで速やかに報告くださ
い。
（５）感染拡大等のために大会が延期又は中止となる場合があることをご承知おきください。
以上

