
平成 27 年 12 月 10 日 

加盟団体各位 

厚木市テニス協会 

会長 渡部 克典 

第第第第 1111 回回回回    都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜大会大会大会大会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

 

 

会員の皆様には、平素より協会の事業・運営にご理解、ご協力を頂き有難うございます。 

さて、平成 28年度都市対抗代表選抜大会を別紙要項にもとづき開催致しますので、会員の皆様に 

ご周知戴き、参加のとりまとめをお願い致します。 



 

第第第第 1111 回回回回    都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜都市対抗代表選手選抜大会要項大会要項大会要項大会要項    

    

厚木市厚木市厚木市厚木市のののの都市対抗代表選手都市対抗代表選手都市対抗代表選手都市対抗代表選手をををを選選選選ぶぶぶぶ最終選考大会最終選考大会最終選考大会最終選考大会としてとしてとしてとして、、、、本大会本大会本大会本大会をををを開催開催開催開催するするするする。。。。    

本大会本大会本大会本大会のののの結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、選手選考委員会選手選考委員会選手選考委員会選手選考委員会によりによりによりにより厚木市厚木市厚木市厚木市のののの代表選手代表選手代表選手代表選手をををを決定決定決定決定するするするする。。。。    

    

1. 1. 1. 1. 期日期日期日期日        平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年２２２２月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））    13:0013:0013:0013:00～、～、～、～、    

２２２２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））    13:0013:0013:0013:00～、～、～、～、    

３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））    13:0013:0013:0013:00～～～～    

    

2. 2. 2. 2. 会場会場会場会場  厚木市営厚木市営厚木市営厚木市営コートコートコートコート（（（（南毛利南毛利南毛利南毛利（（（（砂入砂入砂入砂入りりりり人工芝人工芝人工芝人工芝）、）、）、）、荻野荻野荻野荻野（（（（砂入砂入砂入砂入りりりり人工芝人工芝人工芝人工芝）））））））） 

    

3. 3. 3. 3. 種目及種目及種目及種目及びびびび日程日程日程日程   ７７７７種目種目種目種目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （1）雨天等により、日程を変更することがあります。 

(2) 各種目は○の付いた日程の中で開催される予定です。 

（3）雨天等により大会が開催出来なかった場合、都市対抗厚木市代表選手は、監督を含む 

選手選考委員会によって、審議の上決定する。 

    

    

    

    

    

    

２月 ３月 

７ １４ ２０ 

ブ
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種目 

日 日 日 

男子一般 ○  予備日 

シ
ン

グ
ル
ス

 

女子一般 ○  予備日 

男子一般  ○ 予備日 

女子一般  ○ 予備日 

男子４５才  ○ 予備日 

男子５５才  ○ 予備日 

ダ
ブ

ル
ス

 

女子４５才  ○ 予備日 



4444. . . . 競技方法競技方法競技方法競技方法        

(1) リーグ戦。複数のリーグ戦になる場合には、各リーグ上位者による順位決定戦を実施する。 

8 ゲームスプロセット（8-8 7 ポイントタイブレーク、セミアドバンテージ方式） 

  （2） 審判はセルフジャッジを原則とします。 

各会場にロービングアンパイア(ＲＵ)を付けることがあります。 

 

5555. . . . エントリーエントリーエントリーエントリー数数数数    

(1) シングルス 男子一般、女子一般：４ 

  （2）ダブルス  男子一般、女子一般：８ 

          男子４５歳：４ 

男子５５歳：４ 

女子４５歳：４ 

 ＊エントリー数を超える申込みがあった場合には、戦績、ＡＯＰランキングを元に足切りを実施する。 

 

6. 6. 6. 6. 参加資格参加資格参加資格参加資格    

(1) 厚木市テニス協会の加盟団体に所属し、かつ同協会に登録済みの方。 

(2) 神奈川県テニス協会都市対抗への資格を有する方。 

 1）居住地：当該市町（厚木市）に平２８年３月３１日以前から引き続き居住されている方。 

 2）勤務地：当該市町（厚木市）に平成２８年３月３１日以前から引き続き勤務されている方。 

3）大学生：当該市町（厚木市）に居住地を示す現住所、又は卒業高等学校の所在地がある方。 

 4）出場順：本人の所属協会より出場依頼がある方は他の協会からは出場出来ません。 

       所属が重複の場合は在住、在勤、在クラブの順とします。 

在クラブの資格者は神奈川県在住者に限ります 

 5）年齢別：男子・女子４５歳以上は、昭和４６年１２月３１日以前出生者。 

       男子５５歳以上は、昭和３６年１２月３１日以前出生者。 

(3) 種目別参加資格 

１．一般男女シングルス（一般男女ダブルスを兼ねることもある。） 

①厚木市テニス大会優勝者 

②厚木市テニス協会推薦者 

③学生（居住地を示す現住所又は卒業高等学校の所在地が県内であること。） 

④厚木市テニス大会上位者 

⑤ＪＯＰ大会出場者でランキング上位者 

⑥加盟団体推薦者 

２．一般男女ダブルス 

①厚木市テニス大会優勝者 

②厚木市テニス協会推薦者 

③学生（居住地を示す現住所又は卒業高等学校の所在地が県内であること。） 

④厚木市テニス大会上位者 

⑤ＪＯＰ大会出場者でランキング上位者 

⑥加盟団体推薦者 



 

３．年齢別ダブルス 

①厚木市テニス大会上位者 

②厚木市テニス協会推薦者 

③厚木市テニス大会年齢別優勝者 

④ＪＯＰ大会出場者でランキング上位者 

⑤加盟団体推薦者 

 (4) エントリーは、一般男女シングルス及びダブルスのみ、ダブルエントリーが可能。 

(5) 年齢別種目に参加できる方は、平成２８年１２月３１日現在において、種目の年齢を満たす方。 

 (6) 原則として、都市対抗の厚木市代表選手に選出された場合は引き受けて頂けること。 

(7) 他市町村代表選手として内定している選手は本大会申込事に申し出ること。 

 

7. 7. 7. 7. 使用球使用球使用球使用球   ダンロップ・フォート 

    

8. 8. 8. 8. 参加料参加料参加料参加料   ダンロップ・フォート 1缶 

    

9. 9. 9. 9. 申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法    別紙別紙別紙別紙１１１１””””申込申込申込申込みみみみ要項要項要項要項””””に従って、1.申込書で申込みください。尚、すべての申込み手

続きは、団体名団体名団体名団体名で行ってください。 

    

10. 10. 10. 10. 申込申込申込申込みみみみ期限期限期限期限        平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月））））必着必着必着必着    

    

11. 11. 11. 11. 注意事項注意事項注意事項注意事項    

(1) 本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います。    

(2) 本大会は、「ＪＴＡテニスルールブック２０１５」の規定を適用します。 

ただし、以下に関しては、ローカルルールを適用します。 

・試合前のウォーミングアップはサービス４本とする。 

(但し、当日、レフェリーの判断により変更になる場合があります。) 

(3) 申込み期限までに、申込書が確認できない場合は、エントリーを認めません。 

(4) 申込締め切り後の選手の変更は認めません。また、本人以外の選手(代理の選手)による出場も認

められません。 

(5) ドローは、以下の協会ホームページに掲載します。（掲載予定時期：１月下旬） 

協会ホームページ http://www5b.biglobe.ne.jp/~ata-hp/ 

(6) 試合当日は、ドローに記載された時刻までに、テニスのできる服装で受付を済ませて下さい。遅

れた場合は失格になります。 

(7) 服装はテニスウェアとします(フェイスマスクの使用は認められません)。  

（8）天候により開催が不明な場合は、本人が試合会場で確認してください。雨天であっても試合開始

時間を変更して実施する場合もあります。 

(9) 雨天等により、日程および会場が変更となる場合があります。変更の際は、随時、協会ホームペ

ージ(*1)に掲載されます。 

(10) 大会中の怪我については、応急処置は致しますが、責任は一切負いかねます。 



(11) 各会場の駐車台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。 

(12) 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。 

    

問合問合問合問合せせせせ先先先先 本庄利守、山下昭男 

大会専用 e-mail ： t-ata@mvc.biglobe.ne.jp 

幹事団体幹事団体幹事団体幹事団体 厚木市テニス協会、事務局 

トーナメントトーナメントトーナメントトーナメントのののの構成構成構成構成    

 会    長    渡部 克典 

副 会 長    小林 英一､永廣 三代子､山下 昭男 

委 員 長    迫田 薫 

副委員長    奥津 幸人 

 

  主催 厚木市テニス協会  

トーナメントディレクター 山下昭男 

トーナメントレフェリー    秀島美恵子 

        後援 厚木市体育協会  

 



別紙別紙別紙別紙１１１１    

申込申込申込申込みみみみ要項要項要項要項    

本大会の申込みは、申込書を当協会が確認した時点で完了します。 

申込み期限までに、申込書が確認できない場合は、エントリーを認めません。 

 

１１１１. . . . 申込申込申込申込みみみみ書書書書のののの送付方法送付方法送付方法送付方法    

団体代表者宛に送られた大会案内の電子メールに添付されている Excel ファイルに“第 1 回都市

対抗代表選手選抜大会申込書”があります。このファイルに、下記”２. 申込み書の記入方法”に

従い、必要事項を入力の上、電子メールに添付して下記に指定するメールアドレスへ送信してくだ

さい。 

 

２２２２．．．．申込申込申込申込みみみみ書書書書のののの記入方法記入方法記入方法記入方法    

(1) 申込み書(Excelファイル)を開く際に、”セキュリティ警告”ウィンドウが開きますので、 

必ず”マクロを有効にする”を選択して、ファイルを開いてください。 

(2) 申込み書(Excel ファイル)には、パスワードをかけています。ファイルを開く際に要求される

パスワード(4桁)は、別途、電子メールで送付致します。 

(3) 申込み書には下記に示す 2 つのシートがあります。 

(4) ”種目”欄および”団体通称名”欄の入力には、Excel 機能の「リストより選択」を使用して

ください。直接入力は出来ません。 

(5) ”氏名”欄および”ふりがな”欄にはフルネームを入力し、姓と名の間には必ず半角スペース

を入れてください。この形式による参照から、AOP を自動抽出しておりますのでお間違えのな

いようお願いします。 

(6) 抽出された AOPに誤りがないか、協会ホームページ(要項参照)にてご確認ください。 

(7) 年齢別種目へ申込む方は、”生年”欄を西暦で必ず入力してください。 

(8) 備考欄には。参加資格を示す内容を記載してください。 

（例：第 39 回厚木市テニス選手権大会男子ダブルス一般優勝） 

以 上  

1. シングルス申込書 

2. ダブルス申込書 

3. 集計シート 

申込申込申込申込みみみみ書書書書のののの送信先送信先送信先送信先メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス : t-ata@mvc.biglobe.ne.jp 

送信時の件名(Subject)は、“‘通称団体名’都市対抗代表選手選抜大会申込み ”として 

ください。 


