2021 年 ２ 月 ２６ 日R0
横須賀市テニス協会

会長杯大会の開催について

☆ コロナ禍において開催する、初めての大会となります。
従来と異なりますので、ご注意願います。

（１） 参加募集を行いますが、コロナ感染状況によっては、大会が中止になる場合があります。
尚、大会の中止・変更の際は、本協会のホームページに掲載します。
試合予定日前日に確認して下さい。
（２） 参加料、及び市協会加盟費は、大会成立後請求させていただきます。
当日、不参加の場合でも、徴収しますのでご承知おき下さい。
（３） 当日(試合日毎)参加者確認票を提出して下さい。（受付の代わりとなります）
本部棟階段上部の小窓から、受付箱に参加者確認票を入れて下さい。
（参加者確認票を忘れてきた場合、有料（１０円）での販売、体温測定となります）
（釣り銭は用意しませんのであらかじめご了解願います）
（４） 当日、体温が３７．５度以上ある場合は、退場していただきます。
（５） 郵送による申込みは、当面の間中止します。
（６） マスクを持参し、着用して下さい。
（７） 試合中のフェイスマスク・フェイスカバーは着用しても構いませんが、熱中症に注意して下さい。
（８） 観客席では、隣の人とは距離（推奨２ｍ）を離して座って下さい。
（９） 大会は無観客で行いますので、選手以外は会場に入る事はできません。
（１０） 放送がありましたら、選手は指定されたコートに入って下さい。
（選手はコートに入る前に、アルコール消毒を行って下さい）
（１１） スコアボードは設置しませんので、お互いにスコアを確認しながら試合を進めて下さい。
（１２） 選手は試合が終わっても、コートに残って下さい。担当者がスコアを確認します。
（１３） セットボールは、敗者に持ち帰っていただきます。
（１４） 試合が終わった選手は、速やかに会場から退出して下さい。

0コロナ対策
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2021 年度

52 回会長杯テニス選手権大会開催要項
2021 年 ２ 月 ２６ 日

第

＜シングルス（一般／年齢別＞
(協会加盟団体)

R0

主催 横 須 賀 市 テ ニ ス 協 会
後援 横

須

賀

市

横 須 賀 市 体 育 協 会
標記大会を開催いたしますので、奮って御参加下さい。
<<種目、日程、会場>>
日程 5/8
(土)
種目

（注）エントリ―数により変更することがあります。
5/15 5/16 5/22 5/23 5/29 5/30
(土)

(日)

(土)

(日)

(土)

(日)

大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津

一般男子Ａ級
予備日(全種目)

Ｂ級
C級
男子35,40,45,

6/05 (土)

大津

6/06 (日)

追浜

50,55,60,65,

6/12 (土)

追浜

70,75歳以上

6/13 (日)

追浜

6/19

追浜

一般女子Ａ級

(土)

Ｂ級
種目初戦

Ｃ級

２日目以降

女子40,45,50,
55,60,65歳以上
<<会場>>

横須賀市大津公園庭球場（京浜急行「新大津駅」下車 徒歩 ５分
横須賀市追浜公園庭球場（京浜急行「追浜駅」 下車 徒歩１５分

<<サーフェス>> 砂入り人工芝

<<使用球>>

ダンロップフォ―ト （黄）（２球使用）

<<参加資格>>
会長杯

（１） 2021 年度 横須賀市テニス協会加盟団体登録者 及び 横三地区高体連登録者
（２） 年齢別種目 2021 年１２月３１日時点の年齢とします。

<<参加料>>
会長杯

<<試合方法>>

会長杯
会長杯
会長杯
会長杯
会長杯
会長杯
会長杯

２，５００円／名 （但し、高校生以下は １，０００円／名）
（１）
（２）
（３）
（４）

ト―ナメント方式（セミアドバンテージ方式）
全試合、セットブレーク方式（第１ゲーム終了後の休憩はなく、第３ゲームまで連続して行う）
ウォーミングアップは一人サービス８本とします。
６ゲ―ムマッチ(６－６タイブレーク)
但し、男子Ａ級、女子Ａ級、男子年齢別、女子年齢別 の決勝
及び 男子Ｂ，Ｃ級、女子Ｂ，Ｃ級 のブロック決勝は、
８ゲ―ムマッチ(８－８タイブレーク)
（５） 下記の級については、ブロック決勝で試合日程を終了いたします。
・ 男子Ｂ、Ｃ級、女子Ｂ、Ｃ級
・ なお、ブロック優勝者は来年度から上位の級へ昇格します。
（注） 試合進行上、試合方式の変更もありますのであらかじめご了解願います。

<<級分けエントリー方法>>
一般男女（Ａ，Ｂ，Ｃ級)の種目に初めて参加される方は、C級からとなります。
会長杯
記載された戦績によっては、別の級に変更する場合があります。
会長杯
・ 2019 年度男子Ｂ級ブロック優勝者………Ａ級へ昇格
会長杯
・ 2019 年度男子Ｃ級ブロック優勝者………Ｂ級へ昇格
会長杯
・ 2019 年度女子Ｂ級ブロック優勝者………Ａ級へ昇格
会長杯
・ 2019 年度女子Ｃ級ブロック優勝者………Ｂ級へ昇格
会長杯
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1日程

<<申込及び市協会加盟申請>>
3/1 (月)
～

会長杯

3/15

(月)

<<申込様式>>
会長杯
・ 横須賀市テニス市協会ホ－ムペ－ジに掲載の「会長杯大会」要項中
・ （市協会加盟団体）
協会加盟団体用「申込総括表及び申込書」
<<申込方法>>
（１） 電子メール による申込み
・ メール宛先 taikai@yokosuka-tennis.com
（本メールの返信）
申込様式
：申込総括表、申込書、加盟申請書
会長杯
メール件名 ：会長杯（所属団体名）
(例) 会長杯（市役所）

会長杯
会長杯

(注) 市協会加盟員は、所属団体から一括で申し込んでください。
申込書には、前年度及び他大会の戦績を必ず記載して下さい。
戦績によっては、エントリークラスを変更する場合があります。
また、年齢別は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）も記載して下さい。
記入のないものはランキングの扱いといたしません。
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<<注意事項>>
○
○

服装はテニスウエアを着用のこと。（本大会はロゴ規制は適用しません。）
ＪＴＡルールブック
2021 を適用します。（セルフジャッジ制）

○

天候不順、エントリー数等により日時、会場及び試合方法を変更する場合があります。

○

試合の有無は、当日会場に行って、確認して下さい。
電話等による公園管理事務所への問い合わせはできません。
尚、テニス協会の携帯電話への問い合わせにて対応いたします。

☆ 携帯電話：０９０－４４３０－７９４４（試合日当日のみ ８：２０～試合終了）：会長杯限定
尚、雨天等による試合日程の変更は、当協会のホームページでご確認下さい。
会長杯

○

２名以下の場合は、若年層の種目に集約しますので、あらかじめご承知おき下さい。

会長杯
会長杯

各種目申込数が２名以下の場合は不成立とします。但し、年齢別種目で申込数が

(注) 男子３５歳以上及び女子４０歳以上の種目は、「一般」に集約します。

会長杯

会長杯のクラス（Ａ，Ｂ，Ｃ）の記載の無い場合は、Ｃ級となります。

会長杯

又、種目間のダブルエントリーは出来ません。

会長杯

○

協会加盟員は加盟登録した団体名、でエントリーして下さい。

○

前年度及び他大会の戦績を必ず記載して下さい。
戦績によっては、エントリークラスを変更する場合があります。

会長杯
会長杯

○

仮ドロ―は、横須賀市テニス協会のＨＰ上で、４月中旬 に掲示いたします。
変更が生じた場合は、随時ＨＰ上で連絡いたします。

○

参加資格に違反した場合は、失格となります。（参加料は返却致しません）

○

指定時刻までにテニスウェア・シューズを着用し、本部に出席を届けて下さい。
指定時刻までに出席の届けがない場合、いかなる理由も認められず失格となります。

○

フェイスマスク・フェイスカバー等の着用を認めます。（熱中症に注意して下さい）

○

本大会は、プログラム・ドロー表の出場者への配布はありません。

横須賀市テニス協会
連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
ＴＥＬ：０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
https://www.yokosuka-tennis.com/
協会メールアドレス（申込み、欠場連絡、問合せ）
taikai@yokosuka-tennis.com
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3注意事項

