2022 年度 第 51

回横須賀テニス選手権大会 開催要項(協会エントリー用)

（シングルス、ダブルス（ベテラン））

2022 年８月10日
主催

横 須 賀 市 テ ニ ス 協 会

後援

横
須
賀
市
横 須 賀 市 ス ポ ー ツ 協 会
神 奈 川 県 テ ニ ス 協 会

★ コロナが再拡大している状況を鑑み、
１） VJOPは対象外とする
２） 横須賀市及び市外のテニス協会加盟者を対象 として実施します。
標記大会を開催致しますので、奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）です。
１－１．日程、種目

種目別予定表 （エントリ―数により変更する場合があります。）
日程 10/15 10/16 10/22 10/23 10/29 11/3 11/6 11/12 11/13 11/20
(土)
(日)
（土）
(日)
(土) (木祝) (日)
(土)
(日)
(日)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
＊１

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０歳以上）
(６５・７０・
＊２
７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０・
５５・６０・６５歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・
５０・５５・６０・
６５・７０・７５歳以上)
ベテラン女子
(４０・４５・５０・５５・
６０・６５歳以上）
＊１： エントリー数によっては、１０／２２は使用しません。
＊２： 男子６５歳～７５歳以上は、１０／２３又は１０／２９となります。
（注） シングルスの１１／３以降の日程は、前日程の進行状況により変更になる場合があります。
２．会

場

３．参加資格

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）
横須賀市大津町５－１１－２
（１）

（２）

アマチュア：都道府県又は市町テニス協会加盟登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
2022 年１２月３１日現在の年齢とします。

４．申込期間

８月22日 (月）～締切８月26日 (金）必着

５．サーフェス

砂入り人工芝

６．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）（２球使用）
但し、３セットマッチの場合、セットチェンジとします。

７．試合方法

（１） ト―ナメント方式（セミアドバンテージ方式）
（２） ８ゲ―ムマッチ(８－８タイブレーク)
但し、一般男女本戦、ベテラン男女の決勝戦は、
２タイブレークセット、ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（３） 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）
（４） ウォーミングアップは一人サービス４本とします。
（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。
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（予備日）
大津コート
ｼﾝｸﾞﾙｽ全種目
種目初戦
２日目以降

ｼﾝｸﾞﾙｽ予備日
１１／１２（土）
共通予備日
１１／２３（水祝）
１１／２７（日）
１２／１8（日）
１２／２４（土）

８．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

☆
（５）

（６）
（７）
（８）
（９）

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）
Ｊ Ｔ Ａ ル ー ル ブ ッ ク 2022 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、当日会場で確認して下さい。
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、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０７０－２２５１－９８３５ （試合日 ８：２０～試合終了）
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ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。但し、年齢別種目でエントリー数
が２名（組）以下の場合は若年層の種目に集約します のであらかじめご了承願います。
(例）男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
（注）男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
前年度及び他大会の実績を必ず明記して下さい。
仮ドローは、テニス協会のＨＰ上で、９月中旬に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時ＨＰ上で連絡いたします。
指定時刻までにテニウウェア・シューズ（ダブルスはペア）で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。

（１０） フェイスマスク・フェイスカバー等の着用は認めます。（熱中症に注意して下さい）
（１１） 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。
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51 回横須賀テニス選手権大会 申込方法(協会エントリー用)

１．申込方法
○ 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書

taikai@yokosuka-tennis.com
・ メール宛先 ：
（本メールの返信）
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、申込総括表の加盟団体略称の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（注） １．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
２．参加費

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円

シングルス
ダブルス

１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

１組：４，６００円

（＊２）

（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。

参加者は傷害保険に加入いたします。
３．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。

https://www.yokosuka-tennis.com
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
４．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
https://www.yokosuka-tennis.com
仮ドローは、９月中旬以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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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2019 年度 第 48

回横須賀テニス選手権大会 開催要項(協会エントリー用)

グレードＦ１

2019 年８月１日

（シングルス、ダブルス（ベテラン））

主催

横 須 賀 市 テ ニ ス 協 会

後援

横
横

須
須

賀

賀
市

体

育

市
協

会

神 奈 川 県 テ ニ ス 協 会
公認

( 財 ) 日 本 テ ニ ス 協 会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）です。
シングルス、ダブルスに出場する場合、年齢の異なる種目には申し込めません。
１．日程、種目

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/14 10/19 10/20 10/22 10/25 10/26 10/27 11/2 11/3 11/10 11/16
(月祭) (土)
(日) （火祭） (金)
(土)
(日)
(土) (日祭) (日)
(土)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０歳以上）
ベテラン男子
(６５・７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
２．会

場

３．参加資格

（予備日）
大津コート

男子65-75歳
以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
１１／1（金）
ｼﾝｸﾞﾙｽ全種目
１１／２４（日）
１２／８（日）
１２／２２（日）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ全種目
１１／２４（日）
１２／８（日）
１２／２２（日）

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）
横須賀市大津町５－１１－２
（１）

（２）

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
2019 年１２月３１日現在の年齢とします。

４．申込期間

８月５日 (月）～締切８月19日 (月）必着

５．サーフェス

砂入り人工芝

６．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）（２球使用）
但し、３セットマッチの場合、セットチェンジとします。

７．試合方法

11/17
(日)
大津

（１） ト―ナメント方式（セミアドバンテージ方式）
（２） ８ゲ―ムマッチ(８－８タイブレーク)
但し、一般男女本戦、ベテラン男女の決勝戦は、
２タイブレークセット、ファイナル１０ポイントﾏｯﾁタイブレーク
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（３） 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）
（４） ウォーミングアップは一人サービス８本とします。
（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。
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８．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

☆
（５）

（６）
（７）
（８）
（９）
（１０）
（１１）

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）
Ｊ Ｔ Ａ ル ー ル ブ ッ ク 2019 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、当日会場で確認して下さい。
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、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （試合日 ８：２０～試合終了）
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ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。但し、年齢別種目でエントリー数
が２名（組）以下の場合は若年層の種目に集約 する場合がありますのであらかじめご了承願います。
（注）シングルス、ダブルスに出場する選手で、年齢が異なる場合を除く。
(例）男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
（注）男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
前年度及び他大会の実績を必ず明記して下さい。
仮ドローは、テニス協会のＨＰ上で、 ９月中旬 に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時ＨＰ上で連絡いたします。
指定時刻までにテニウウェア・シューズ（ダブルスはペア）で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は禁止します。（医師の診断書がある場合を除く）
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。

（注） ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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48 回横須賀テニス選手権大会 申込方法(協会エントリー用)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ メール宛先 ：
taikai@yokosuka-tennis.com （本メールの返信で可）
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、申込総括表の加盟団体略称の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。

（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
２．参加費
シングルス

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

ダブルス
１組：３，５００円
１組：４，６００円
（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。
参加者は傷害保険に加入いたします。

（＊２）

３．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.yokosuka-tennis.com/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
４．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.yokosuka-tennis.com/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月中旬以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
ｈｔｔｐ：//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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２０１８年度 第４７回横須賀テニス選手権大会 開催要項(協会エントリー用)

グレードＦ１

２０１８年８月１日

（シングルス、ダブルス（ベテラン））

主催
後援

公認

横 須
横
横 須
神 奈
( 財 )

賀 市 テ ニ ス
須
賀
賀 市 体 育
川 県 テ ニ ス
日 本 テ ニ ス

協 会
市
協 会
協 会
協 会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共、出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/13 10/20 10/21 10/26 10/27 10/28 11/2 11/3 11/11 11/17 11/18
(土)
(土)
(日)
(金)
(土)
(日)
(金) (土祭) (日)
(土)
(日)
大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０歳以上）
ベテラン男子
(６５・７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
２．会

場

３．参加資格

11/25
(日)
大津

（予備日）
大津コート

男子65-75歳
以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
１１／２（金）
ｼﾝｸﾞﾙｽ全種目
１１／２５（日）
１２／９（日）
１２／２３（日祭）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ全種目
１２／９（日）
１２／２３（日祭）

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）
横須賀市大津町５－１１－２
（１）

（２）

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
2018 年１２月３１日現在の年齢とします。

４．申込期間

８月６日(月）～締切８月２０日(月）必着

５．サーフェス

砂入り人工芝

６．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）（２球使用）
但し、３セットマッチの場合、セットチェンジとします。

７．試合方法

11/23
(金祭)
大津

（１） ト―ナメント方式（セミアドバンテージ方式）
（２） ８ゲ―ムマッチ(８－８タイブレーク)
但し、一般男女本戦、ベテラン男女の決勝戦は、
３セットマッチ： １，２セット（６－６ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）、ファイナル（１０ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（３） 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）
（４） ウォーミングアップは一人サービス８本とします。
（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。
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８．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）

（６）
（７）
（８）
（９）
（１０）
（１１）

服装はテニスウエアを着用のこと。
Ｊ Ｔ Ａ ル ー ル ブ ッ ク 2018 を適用します。(セルフジャッジ制)（本大会はロゴ規制は適用しません）
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、当日会場で確認して下さい。
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、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （試合日 ８：２０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。但し、ベテランの種目でエントリー数
が２名（組）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了承願います。
(例）男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
（注）男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
前年度及び他大会の実績を必ず明記して下さい。
仮ドローは、テニス協会のＨＰ上で、９月中旬に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時ＨＰ上で連絡いたします。
指定時刻までに試合のできる服装（ダブルスはペア）で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は禁止します。（医師の診断書がある場合を除く）
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。

（注） ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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２０１８年度 第４７回横須賀テニス選手権大会 申込方法(協会エントリー用)
申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ メール宛先 ：

下記２ケ所に送信願います。

・ yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp （本ﾒｰﾙの返信）
・ yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
（送信先を追加）
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
２．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円
１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

１組：４，６００円

（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。

参加者は傷害保険に加入いたします。
３．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.yokosuka-tennis.com/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
４．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.yokosuka-tennis.com/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月中旬以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.yoikosuka-tennis.com/
協会メールアドレス（連絡・問合せ）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）：下記２ケ所に送信願います。
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（欠場連絡）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
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２０１７年度 第４６回横須賀テニス選手権大会 開催要項(協会エントリー用)
ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン））
主催
後援

公認

２０１７年８月７日
横 須 賀 市 テ ニ ス
横
須
賀
横 須 賀 市 体 育
神 奈 川 県 テ ニ ス
( 財 ) 日 本 テ ニ ス

協 会
市
協 会
協 会
協 会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共、出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
２．会

場

３．参加資格

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/14 10/21 10/22 10/28 10/29 11/3 11/4 11/12 11/19 11/23 11/25
(土)
(土)
(日)
(土)
(日) (金祭) (土)
(日)
(日) (木祭) (土)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

ｼﾝｸﾞﾙｽ
１１／２３（木祭）
１１／２５（土）

ｼﾝｸﾞﾙｽ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
共通
１１／２６（日）
１２／１０（日）
１２／２４（日）

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）
横須賀市大津町５－１１－２
（１）

（２）

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
2017 年１２月３１日現在の年齢で判断願います。

４．申込期間

８月７日(月）～締切８月２１日(月）必着

５．サーフェス

砂入り人工芝

６．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）（２球使用）
但し、３セットマッチの場合、セットチェンジとします。

７．試合方法

（予備日）
大津コート

（１） ト―ナメント方式（セミアドバンテージ方式）
（２） ８ゲ―ムマッチ(８－８タイブレーク)
但し、一般男女本戦、ベテラン男女の
決勝戦は
３セットマッチ： １，２セット（６－６ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）、ファイナル（１０ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（３） 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）
（４） ウォーミングアップは一人サービス８本とします。
（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。
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８．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）

（８）
（９）
（１０）

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）
Ｊ Ｔ Ａ ル ー ル ブ ッ ク 2017 を適用します。
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、当日会場で確認して下さい。
取り決めにより、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、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （試合日 ８：２０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
前年度及び他大会の実績を必ず明記して下さい。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。但し、ベテランの種目でエントリー数
が２名（組）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了承願います。
(例）男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
（注）男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
指定時刻までに試合のできる服装（ダブルスはペア）で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は禁止します。
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。

（注） ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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２０１７年度 第４６回横須賀テニス選手権大会 申込方法(協会エントリー用)
申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
メール宛先 :
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
（２ケ所）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
２．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円
１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

１組：４，６００円

（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。

参加者は傷害保険に加入いたします。
３．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
４．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月中旬以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡・問合せ）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）：下記２ケ所に送信願います。
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（欠場連絡）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
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２０１６年度 第４５回横須賀テニス選手権大会 開催要項(協会エントリー用)
ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン））
主催
後援

公認

２０１６年８月１日
横 須 賀 市 テ ニ ス
横 須 賀 市 教 育 委
横 須 賀 市 体 育
神 奈 川 県 テ ニ ス
( 財 ) 日 本 テ ニ ス

協
員
協
協
協

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共、出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/15 10/22 10/23 10/29 11/5 11/6 11/12 11/13 11/20 11/23
(土)
(土)
(日)
(土)
(土)
(日)
(土)
(日)
(日) (水祭)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

各種目初戦日程

（予備日）
ｼﾝｸﾞﾙｽ/ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
共通予備日
１１／２６（土）大津
１２／ ４（日）大津
１２／１８（日）大津

２．申込受付期間・振込期間
８月２日（火）～８月２２日（月）
３．参加資格

（１）

（２）
４．会

場

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
2016 年１２月３１日現在の年齢で判断願います。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

５．サーフェス

砂入り人工芝

６．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

７．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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会
会
会
会
会

８．注意事項
（１） 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）。
（２） 「ＪＴＡルールブック２０１６」を適用します。
（３） ８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
（４） 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。
（５） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
（６） 各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
（７） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
（８） 指定時刻までに試合のできる服装で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。
道路状況や駐車場の混雑による到着遅れは認められませんので、早めの来場をお願いします。
（９） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（１０） ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
（１１） フェイスマスク/フェイスカバー等の着用は禁止します。
（１２） 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。
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２０１６年度 第４５回横須賀テニス選手権大会 申込方法(協会エントリー用)
申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
メール宛先 :
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
（２ケ所）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
２．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円
１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

１組：４，６００円

（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。

参加者は傷害保険に加入いたします。
３．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
４．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月１９日（月）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）：下記２ケ所に送信願います。
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp

3/6

２０１５年度 第４４回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン））
主催
後援

公認

２０１５年８月５日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共、出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・５０
５５・６０歳以上）
２．参加資格

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/17 10/18 10/24 10/25 10/31 11/3 11/8 11/14 11/15 11/22
(土)
(日)
(土)
(日)
(土) (火祭) (日)
(土)
(日)
(日)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

各種目初戦日程

（予備日）
ｼﾝｸﾞﾙｽ/ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
共通予備日
１１／２３（月祭）大津
１１／２８（土）大津
１２／ ５（土）大津
１２／２０（日）大津

（１）

（２）
３．会

場

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
２０１5 年１２月３１日現在の年齢 で判断願います。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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７．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）

（８）

（９）
（１０）

（１1）
（１２）
（１３）

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２０１5」を適用します。
１日最大３試合の場合もあります。
８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
試合前のウォーミングアップはサービス１人８本とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
指定時刻までに試合のできる服装で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。
道路状況や駐車場の混雑による到着遅れは認められませんので、早めの来場をお願いします。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
フェースマスク・フェースカバー等（医療用含む）の着用は禁止します。
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２０１５年度 第４４回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込受付期間・振込期間
８月１1日（火）～８月２4日（月）
２．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
メール宛先 :
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
（２ケ所）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
３．参加費
シングルス

横須賀市テニス協会加盟員
（＊１）
１名：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊２）

ダブルス
１組：３，５００円
１組：４，６００円
（＊１）：高校生以下が一般男子シングルスに参加する場合は、２，０００円です。
（＊２）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は、３，５００円です。
参加者は傷害保険に加入いたします。
４．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
５．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月１6日（水） 以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）：下記２ケ所に送信願います。
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
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２０１４年度 第４３回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン））
主催
後援

公認

２０１４年８月５日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共、出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目

種目
シングルス
一般男子(予選)
一般男子(本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
一般女子(予選)
一般女子(本戦)
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
２．参加資格

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/18 10/19 10/25 11/1 11/2 11/3 11/9 11/15 11/16
(土)
(日)
(土)
(土)
(日) (月祭) (日)
(土)
(日)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

予備日

（２）
３．会

場

ｼﾝｸﾞﾙｽ予備日
１１／９（日）男子
１１／１５（土）女子

予備日

（１）

（予備日）

ｼﾝｸﾞﾙｽ/ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
共通予備日
１１／２２（土）大津
１１／２４（月祭）大津
１１／２９（土）大津
１２／ ６（土）大津
１２／１３（土）大津

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
２０１４ 年１２月３１日現在の年齢で判断願います。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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７．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）

（８）

（９）
（１０）
（１1）
（１２）

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２０１４」を適用します。
１日最大３試合の場合もあります。
８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
試合前のウォーミングアップはサービス１人８本とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
指定時刻までに試合のできる服装で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。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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２０１４年度 第４３回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込受付期間・振込期間
８月１２日（火）～８月２５日（月）
２．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
メール宛先 :
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
（２ケ所）
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
・ メール件名 ：
選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ：
申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ：
〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
３．参加費
シングルス

横須賀市テニス協会加盟員
１名：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円

（＊１）

ダブルス
１組：３，５００円
１組：４，６００円
（＊１）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は３，５００円です。
高校生以下
参加者は傷害保険に加入いたします。
４．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
５．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月１７日（水）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）：下記２ケ所に送信願います。
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
yokosuka_taikai@yahoo.co.jp
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２０１３年度 第４２回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン）、ジュニアシングルス）
主催
後援

公認

２０１３年８月１0日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女、ジュニア）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目
日程 10/19
(土)
大津

種目
シングルス
一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
ジュニアシングルス
少年・少女
２．参加資格

場

11/30
(土)
大津

予備日
１２／０７（土）大津
１２／２２（日）大津
１２／２３（月・祭）大津

（１）

（２）
３．会

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
10/26 10/27 11/2
11/3
11/4 11/10 11/16 11/17 11/24
(土)
(日)
(土)
(日)
(月振)
(日)
(土)
(日)
(日)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者及び高校生以下
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
２０１３ 年１２月３１日現在の年齢で判断願います。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
●少年、少女：ト―ナメント方式
・ＳＦ迄
６ゲ―ムマッチ（６－６タイブレーク）
・決勝戦
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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７．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）

（８）

（９）
（１０）
（１1）
（１２）

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２０１３」を適用します。
１日最大３試合の場合もあります。
８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
試合前のウォーミングアップはサービス１人８本とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
指定時刻までに試合のできる服装で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。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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２０１３年度 第４２回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込受付期間・振込期間
８月１３日（火）～８月２６日（月）
２．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
３．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
１名：３，５００円
（＊１）
１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円
１組：４，６００円

（＊１）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は３，５００円です。

高校生以下
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者は傷害保険に加入いたします。
４．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
５．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月２５日（水）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
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２０１３年度 第４２回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン）、ジュニアシングルス）
主催
後援

公認

２０１３年８月１0日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女、ジュニア）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目
日程 10/19
(土)
大津

種目
シングルス
一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・
５５・６０・６５・
７０・７５歳以上）
ベテラン女子
(４０・４５・
５０・５５歳以上）
ジュニアシングルス
少年・少女
２．参加資格

場

11/30
(土)
大津

予備日
１２／０７（土）大津
１２／２２（日）大津
１２／２３（月・祭）大津

（１）

（２）
３．会

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
10/26 10/27 11/2
11/3
11/4 11/10 11/16 11/17 11/24
(土)
(日)
(土)
(日)
(月振)
(日)
(土)
(日)
(日)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者及び高校生以下
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
年齢制限
２０１３ 年１２月３１日現在の年齢で判断願います。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
●少年、少女：ト―ナメント方式
・ＳＦ迄
６ゲ―ムマッチ（６－６タイブレーク）
・決勝戦
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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７．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）

（８）

（９）
（１０）
（１1）
（１２）

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２０１３」を適用します。
１日最大３試合の場合もあります。
８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
試合前のウォーミングアップはサービス１人８本とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
指定時刻までに試合のできる服装で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。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
ベテランＪＯＰポイントの取得希望者はネットエントリーでお申込み下さい。
JOP TENNIS.COM(http://www.jop-tennis.com/)
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２０１３年度 第４２回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
＊：ベテランJOPを申請する方はネットエントリーで申し込んで下さい。
１．申込受付期間・振込期間
８月１３日（火）～８月２６日（月）
２．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
３．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
１名：３，５００円
（＊１）
１組：３，５００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４，６００円
１組：４，６００円

（＊１）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は３，５００円です。

高校生以下
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者は傷害保険に加入いたします。
４．振込方法
（１） 振込銀行 ：
①
湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
５．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月２５日（水）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
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２０１2年度 第４１回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ１対象大会
（シングルス、ダブルス（ベテラン）、ジュニアシングルス）
主催
後援

２０１2年８月１0日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

公認
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス（一般男女、ベテラン男女、ジュニア）、ダブルス（ベテラン男女）があります。
シングルス、ダブルス共出場できる種目はそれぞれ１種目です。
１．日程、種目
種目
シングルス

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/20 10/27 10/28 11/10 11/11 11/17 11/18 11/23 11/24 11/25 12/1
(土) (土) (日) (土) (日) (土) (日) (金･祭) (土) (日) (土)
大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津

12/8
(土)
大津

一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)

ベテラン男子

予備日
１２／２３（日・祭）大津
１２／２４（月・祭）大津

(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
ベテラン女子
（４０・４５・５０歳以上）

ダブルス
ベテラン男子
(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
ベテラン女子
（４０・４５・５０・５５歳以上）

ジュニアシングルス
少年・少女
２．参加資格

３．会

場

（１） アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者及び高校生以下
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）他の地域テニス協会加盟登録者
（２） 年齢制限
別紙「年齢制限確認表」でご確認下さい。
横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、ベテラン男女：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
●少年、少女：ト―ナメント方式
・ＳＦ迄
６ゲ―ムマッチ（６－６タイブレーク）
・決勝戦
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
（注）全種目、３名（組）の場合はリーグ戦とし、８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）となります。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式、セルフジャッジ制
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７．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

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２０１２」を適用します。
１日最大３試合の場合もあります。
８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールはセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
（５） 試合前のウォーミングアップはサービス１人８本とします。
（６） 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。
（７） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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。

試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
（８） 各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、ベテランの種目でエントリー数が２名（組）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

ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
（９） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
（１０） 指定時刻までに試合のできる服装で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。
（１1） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
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２０１２年度 第４１回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(横須賀市テニス協会又は他地域協会の加盟者で、ベテランＪＯＰを申請しない人）
１．申込受付期間・振込期間
８月１０日（金）～９月3日（月）必着
２．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する地域テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）

も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
「申込様式」は横須賀市テニス協会のＨＰよりダウンロード出来ます。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
３．参加費

横須賀市テニス協会加盟員
横須賀市テニス協会加盟員以外
シングルス
１名：３，５００円
１名：４，６００円
１組：４，６００円
ダブルス
１組：３，５００円（＊１）
（＊１）：横須賀市テニス協会加盟員と他の地域協会加盟員のペアの場合は３，５００円です。
高校生以下
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者は傷害保険に加入いたします。

４．振込方法
（１） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショスズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・他の地域テニス協会加盟団体の場合
0451112222タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（ハイフン除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
５．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月２6日（水）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
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＆ＦＡＸ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
協会メールアドレス（大会申込み用）
yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
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２０１１年度 第４０回横須賀テニス選手権大会 開催要項(Ⅰ-1)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ対象大会
（シングルス、ダブルス（年齢別）、ジュニアシングルス）
主催
後援
公認

２０１１年８月１２日
横須賀市テニス協会
横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、一般男女(単)、ベテラン男女(単・複)、ジュニア(単) があります。
ベテラン男女は、単・複の両種目にエントリーできます。
ベテラン男子のＪＯＰ取得希望者の申込方法は、別紙 開催要項（Ⅱ－１，２）を参照願います。
１．日程、種目
日程 10/22
(土)
大津

種目
シングルス
一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・
６０・６５・７０歳以上）
女子年齢別
（４０・４５・５０歳以上）

10/29
(土)
大津

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
10/30 11/5 11/12 11/13 11/19 11/20 11/23 11/26 12/3
(日)
(土)
(土)
(日)
(土)
(日) (水･祭) (土)
(土)
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津
大津

予備日
１２／０４（日）大津
１２／１０（土）大津
１２／２４（土）大津
１２／２５（日）大津

ダブルス
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・
６０・６５・７０歳以上）
女子年齢別
（４０・４５・５０・５５歳以上）

ジュニアシングルス
少年・少女
２．参加資格

（１）

（２）
３．会

場

アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者又は高校生以下
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。
年齢制限
別紙「年齢制限確認表」でご確認下さい。

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女予選：トーナメント方式
・全試合
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
●一般男女本戦、男女年齢別：トーナメント方式
・ＳＦ迄
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
・決勝戦
３セットマッチ
１、２セット（6-6-タイブレーク）、ファイナル（１０ポイントタイブレーク）
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
●少年、少女：ト―ナメント方式
・ＳＦ迄
６ゲ―ムマッチ（６－６タイブレーク）
・決勝戦
８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
セミアドバンテージ方式
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７．注意事項
（１） 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）。
（２） 「ＪＴＡルールブック２０１１」を適用します。（セルフジャッジ制）
（３） １日最大３試合の場合もあります。
（４） ８ゲームマッチ、６ゲームマッチの場合、ボールは２球使用です。
３セットマッチの場合、ボールは２球使用でセットチェンジとします。
（但し、ファイナルセットはボールチェンジなし）
（５） 試合前のウォーミングアップはサービス８本とします。
（６） 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。
（７） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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。
試合当日は、テニス協会所有の携帯電話への問い合わせに対応いたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
（８） 各種目申込み組数が２名（組）以下の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が２名（組）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
ご了解願います。
(例：男子５０歳以上が２名（組）以下の場合、男子４５歳以上に組み込みます。
但し、男子３５歳以上は一般男子に、女子４０歳以上は一般女子に組み込みます）
（９） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
（１０） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
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２０１１年度 第４０回横須賀テニス選手権大会

申込方法(Ⅰ-2)

申込方法(ベテランＪＯＰを申請しない場合）
１．申込受付期間・振込期間
８月１６日（火）～９月１２日（月）必着
２．申込用紙

横須賀市テニス協会ホームページに掲載の「申込総括表」及び「申込書」（Ｅｘｃｅｌファイル）に必要事項を
記入し、３．項の「申込方法」により送付して下さい。
尚、参加費は、５．項の「振込方法」とします。

３．申込方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権（所属団体名） 例）選手権（市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（所属する都道府県テニス協会名）
を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
４．参加費
シングルス
ダブルス

横須賀市テニス協会加盟員
１名：３５００円
１組：５０００円

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４１００円
１組：５６００円 ＊１
＊１：加盟員と非加盟員のペアの場合、５３００円

高校生以下
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者は傷害保険に加入いたします。
５．振込方法
（１） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショ スズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・横須賀市テニス協会加盟団体以外の場合
1112222 タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（市外局番除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。

６．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月２８日（水）以降に公開いたします。
横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ 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
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（連絡及び問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
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２０１０年度 第39回横須賀テニス選手権大会開催
要項(Ⅰ)テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ対象大会
（シングルス、ダブルス（年齢別）、ジュニアシングルス）
２０１０年８月１２日
主催 横 須 賀 市テ ニ ス協
後援 横須賀市教育委員
横須賀市体育協会
神 奈 川 県テ ニ ス協
公認 (財)日本テニス協会
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、一般男女(単)、ジュニア(単)、ベテラン男女(単・複)があります。
ベテラン男女は、単・複の両種目にエントリーできます。
ＪＯＰ対象種目は、ベテラン男子(単・複）です。
ベテラン男子のＪＯＰ取得希望者の申込方法は、別紙開催要項（Ⅱ）、（Ⅲ）で確認願います。
１．日程、種目
種目

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/23 10/30 10/31 11/6 11/13 11/1411/2011/2111/23 11/27 12/4 12/5 12/11
(土) (土) (日) (土) (土) (日) (土) (日) (火･祭) (土) (土) (日) (土)
大津 大津大津大津大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津大津 大津シングルス

一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)

男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）

女子年齢別
（４０・４５・５０歳以上）

ダブルス
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）

女子年齢別
（４０・４５・５０・５５歳以上）

ジュニアシングルス

少年・少女
２．参加資格

（１） アマチュア：都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者又は高体連テニス部加盟者。
プロフェショナル：競技規定によるプロフェショナル登録者。(ベテラン男子のみ）
（２） 年齢制限
男子３５歳以上
1975 年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
1970 年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
1965 年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
1960 年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
1955 年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
1950 年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
1945 年１２月３１日以前出生者
男子７０歳以上
1940 年１２月３１日以前出生者
女子４０歳以上
1970 年１２月３１日以前出生者
女子４５歳以上
1965 年１２月３１日以前出生者
女子５０歳以上
1960 年１２月３１日以前出生者
女子５５歳以上
1955 年１２月３１日以前出生者
少年、少女１８歳以下 1992 年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下 1994 年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下 1996 年 １月 １日以降出生者
（３） 一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
プロフェッショナルは出場できません。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者
（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。
（４） 年齢別種目はフリーエントリーです。
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３．会

場

横須賀市営大津庭球場

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●一般男女：ト―ナメント方式、８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦の決勝戦は、３セットマッチ（６－６タイブレーク）とします。

なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
●男女年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
但し、男子３５歳、男子４０歳、男子４５歳、女子４０歳、女子４５歳以上
の決勝戦は、３セットマッチ（６－６タイブレーク）とします。
●少年、少女：ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（６－６タイブレーク）
少年、少女 の 決勝戦 は、８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）

全試合、セミアドバンテージ方式とします。
７．注意事項
（１） 服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
（２） 本大会は、「テニスルールブック２０１０」の規定に基づいて行ないます。
（３） １日最大３試合の場合もあります。
（４） 試合はセルフジャッジ制とします。
（５） 試合前のウォーミングアップはサービス８本とします。
（６） 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。
（７） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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、テニス協会所有携帯電話への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。

TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：１５～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
（８） 各種目申込み組数が３名（組）未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が３名（組）未満の場合は若年層の種目に集約しますのであらかじめ

ご了解願います。
（９） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（１０） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp
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２０１０年度 第39回横須賀テニス選手権大会開催要項(Ⅰ)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ対象大会
（シングルス、ダブルス（年齢別のみ）、ジュニアシングルス）
申込方法(ベテランＪＯＰを申請しない場合）
１．申込受付期間・振込期間
８月２４日（火）～９ 月６日（月）必着
２．申込用紙

横須賀市テニス協会ホームページに掲載の「申込総括表」及び「申込書」（Ｅｘｃｅｌファイル）
に必要事項を記入し、４．項の「エントリー方法」により送付して下さい。
尚、参加費は、５．項の「支払い方法」とします。

３．参加費

横須賀市テニス協会加盟員
シングルス
１名：３５００円
ダブルス
１組：５０００円
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者は傷害保険に加入いたします。

横須賀市テニス協会加盟員以外
１名：４１００円
１組：５６００円 ＊１
１名：２０００円

＊１：加盟員と非加盟員のペアの場合、５３００円
４．エントリー方法
（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権大会（所属団体名） 例）選手権（横須賀市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（申込責任者名）を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「横須賀選手権」係
（注） 上記（１）（２）共通
１．申し込みは、各団体一括で お願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。
（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
５．支払い方法
（１） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
②
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛
横須賀市テニス協会 宛

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショ スズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・横須賀市テニス協会加盟団体以外の場合
1112222 タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号（市外局番除く）、申込総括表の申込責任者名、を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。

６．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月３０日（水）以降に公開いたします。
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２０１０年度 第39回横須賀テニス選手権大会開催要項(Ⅱ)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ対象大会
（男子年齢別 シングルス）
主催
後援

２０１０年８月１２日
横須賀市テニス協会
横 須賀 市 教育 委員
横 須賀 市 体育 協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

公認
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス及びダブルス（年齢別）種目があります。
（例）３５歳以上の男子の場合、①シングルス 及び ②ダブルスの両方の種目に出場できます。
１．日程、種目
種目
男子年齢別

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/23 10/3010/31 11/6 11/13 11/14 11/2011/21 11/23 11/27 12/4 12/5 12/11
(土) (土) (日) (土) (土) (日) (土) (日) (火･祭) (土) (土) (日) (土)
大津 大津 大津 大津大津 大津 大津大津 大津 大津大津 大津 大津シングルス

(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
ダブルス
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
２．参加資格

（１） オープン（どなたでも参加できます）
※ベテランＪＯＰポイントは、ＪＴＡの２０１０年度ベテラン選手登録、又はプロフェッショナル登録者に限り
取得できます。ベテランＪＯＰをご希望の選手は申込締切日までにＪＴＡに登録を済ませて下さい。

（２） 年齢基準

３．会

場

男子３５歳以上
男子４０歳以上
男子４５歳以上
男子５０歳以上
男子５５歳以上
男子６０歳以上
男子６５歳以上
男子７０歳以上

横須賀市営大津庭球場

1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940

年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●男子年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
但し、男子３５歳、男子４０歳、男子４５歳以上
の決勝戦は、３セットマッチ（６－６タイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
全試合、セミアドバンテージ方式とします。

７．注意事項
（１） 服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
（２） 本大会は、「テニスルールブック２０１０」の規定に基づいて行ないます。
（３） １日最大３試合の場合もあります。
（４） 試合はセルフジャッジ制とします。
（５） 試合前のウォーミングアップはサービス８本とします。
（６） 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。
（７） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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、テニス協会所有携帯電話への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：１５～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/

又はSPORTS SUNRISE社ＨＰ http://www.jop-tennis.com/ でご確認ください。
（８） 各種目申込み組数が３名（組）未満の場合は不成立とします。
（９） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（１０） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
（１１） 単複の両種目に出場するベテランＪＯＰ取得希望者は年齢に異なる種目には出場できません。

８．申込締切

２０１０年９月１３日（月）

９．参加費

シングルス：４１００円
参加者は傷害保険に加入いたします。

10．申込方法

①インターネット(パソコンのみ) 手数料：５２５円 http://www.jop-tennis.com/
②ＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２ 手数料：５２５円 所定の申込書でお申込み下さい。
※送信後は、必ずＦＡＸ到着確認の電話をお願いします。ＴＥＬ：０４２－５８０－４６０１(平日9：00～17：00)

シングルス・ダブルス両種目に申し込む場合は、年齢の異なる種目に出場することはできません。
11．支払方法

締切り後、成立した種目にお申込みの選手に決済伝票(コンビニ払込票)を郵送いたしますので、
伝票記載の期日までに、コンビニにてお支払い下さい。
なお、不成立種目につきましては、大会事務局より連絡いたします。
締切日を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。(お支払い義務が発生します)
キャンセルは締切日までにＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２まで、締切日以降の欠場につきましては
ＦＡＸ：０４６－８５３－６３９１までそれぞれ届けでて下さい。

６．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
●SPORTS SUNRISE ＨＰ
http://www.jop-tennis.com/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月３０日（水）以降に公開いたします。

《問合せ先》

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp

尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会ＨＰ
又はSPORTS SUNRISE社ＨＰでご確認ください。

２０１０年度 第39回横須賀テニス選手権大会開催要項(Ⅲ)
テイジン・ベテランＪＯＰ公認・グレードＦ対象大会
（男子年齢別 ダブルス）
主催
後援

２０１０年８月１２日
横須賀市テニス協会
横 須賀市教育 委員
横 須賀市体育 協会
神奈川県テニス協会
(財)日本テニス協会

公認
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス及びダブルス（年齢別）種目があります。
（例）３５歳以上の男子の場合、①シングルス 及び ②ダブルスの両方の種目に出場できます。
１．日程、種目
種目
男子年齢別

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
日程 10/23 10/30 10/31 11/6 11/13 11/1411/20 11/21 11/2311/27 12/4 12/5 12/11
(土) (土) (日) (土) (土) (日) (土) (日) (火･祭) (土) (土) (日) (土)
大津 大津大津 大津 大津大津 大津 大津大津 大津 大津大津 大津シングルス

(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
ダブルス
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０歳以上）
２．参加資格

（１） オープン（どなたでも参加できます）
※ベテランＪＯＰポイントは、ＪＴＡの２０１０年度ベテラン選手登録、又はプロフェッショナル登録者に限り
取得できます。ベテランＪＯＰをご希望の選手は申込締切日までにＪＴＡに登録を済ませて下さい。

（２） 年齢基準

３．会

場

男子３５歳以上
男子４０歳以上
男子４５歳以上
男子５０歳以上
男子５５歳以上
男子６０歳以上
男子６５歳以上
男子７０歳以上

横須賀市営大津庭球場

1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940

年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者
年１２月３１日以前出生者

横須賀市大津町５－１１－２
京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分

４．サーフェス

砂入り人工芝

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

●男子年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムマッチ（８－８タイブレーク）
但し、男子３５歳、男子４０歳、男子４５歳以上
の決勝戦は、３セットマッチ（６－６タイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）
全試合、セミアドバンテージ方式とします。

７．注意事項
（１） 服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
（２） 本大会は、「テニスルールブック２０１０」の規定に基づいて行ないます。
（３） １日最大３試合の場合もあります。
（４） 試合はセルフジャッジ制とします。
（５） 試合前のウォーミングアップはサービス８本とします。
（６） 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。
（７） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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、テニス協会所有携帯電話への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：１５～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/

又はSPORTS SUNRISE社ＨＰ http://www.jop-tennis.com/ でご確認ください。
（８） 各種目申込み組数が３名（組）未満の場合は不成立とします。
（９） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（１０） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
（１１） 単複の両種目に出場するベテランＪＯＰ取得希望者は年齢に異なる種目には出場できません。

８．申込締切

２０１０年９月１３日（月）

９．参加費

ダブルス：１組５６００円
参加者は傷害保険に加入いたします。

10．申込方法

①インターネット(パソコンのみ) 手数料：５２５円 http://www.jop-tennis.com/
②ＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２ 手数料：５２５円 所定の申込書でお申込み下さい。
※送信後は、必ずＦＡＸ到着確認の電話をお願いします。ＴＥＬ：０４２－５８０－４６０１(平日9：00～17：00)

シングルス・ダブルス両種目に申し込む場合は、年齢の異なる種目に出場することはできません。
11．支払方法

締切り後、成立した種目にお申込みの選手に決済伝票(コンビニ払込票)を郵送いたしますので、
伝票記載の期日までに、コンビニにてお支払い下さい。
なお、不成立種目につきましては、大会事務局より連絡いたします。
締切日を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。(お支払い義務が発生します)
キャンセルは締切日までにＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２まで、締切日以降の欠場につきましては
ＦＡＸ：０４６－８５３－６３９１までそれぞれ届けでて下さい。

６．ドロー

●横須賀市テニス協会ＨＰ http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/ に掲載いたします。
●SPORTS SUNRISE ＨＰ
http://www.jop-tennis.com/ に掲載いたします。
仮ドローは、９月３０日（水）以降に公開いたします。

《問合せ先》

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp

平成２１年度 第３８回横須賀テニス選手権大会開催要項
（シングルス、ダブルス（年齢別）、ジュニアシングルス）
平成２１年８月１２日
主催
横須賀市テニス協会
後援
横須賀市教育委員会
後援
横須賀市体育協会
後援
神奈川県テニス協会

標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
種目は、シングルス及びダブルス（年齢別）種目があります。
（例）３５歳以上の男子の場合、①シングルス 及び ②ダブルスの両方の種目に出場できます。
１．期日、種目、会場

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）

会場：

10/24
(土)
大津

10/31
(土)
大津

11/1
(日)
大津

11/7
(土)
大津

11/14
(土)
大津

11/15
(日)
大津

11/21
(土)
大津

11/22
(日)
大津

シングルス
一般男子(予選・本戦)
一般女子(予選・本戦)

予備日

男子年齢別

11/28(土)
11/29(日)
12/ 5(土)
12/ 6(日)

(３５・４０・４５・５０・５５・
６０・６５歳以上）
女子年齢別
（４５歳以上）

ダブルス
男子年齢別
(３５・４５・５５・６０
６５・７０歳以上）
女子年齢別
（４５歳以上）

ジュニアシングルス
少年・少女

２．会場

大津 ： 横須賀市営大津庭球場（京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分）

３．参加資格

（１）
（２）

（３）
（４）

（５）

都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者又は神奈川県高体連テニス部加盟者であること。
年齢制限
男子３５歳以上
１９７４年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
１９６９年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
１９６４年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
１９５９年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
１９５４年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
１９４９年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
１９４４年１２月３１日以前出生者
男子７０歳以上
１９３９年１２月３１日以前出生者
女子４５歳以上
１９６４年１２月３１日以前出生者
少年、少女１８歳以下
１９９１年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下
１９９３年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下
１９９５年 １月 １日以降出生者
日本プロテニス協会登録者は出場できません。
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。（ ＪＴＡ単保持者も含む）
年齢別種目はフリーエントリーです。

４．参加費

シングルス
１名：３５００円
ダブルス
１組：５０００円
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者はスポーツ保険に加入いたします。

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

(1) 一般男女、男女年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムプロセット（８－８ タイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦、男子３５歳以上、男子４０歳以上、男子４５歳以上、の
決勝戦は、３セットマッチ（６－６ タイブレーク）とします。
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
(2) 少年、少女：ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（６－６ タイブレーク）
少年、少女 の 決勝戦 は、８ゲ―ムプロセット（８－８ タイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）

７．申込用紙

横須賀市テニス協会ホームページに掲載の「申込総括表」及び「申込書」（Ｅｘｃｅｌファイル又はＰＤＦファイル）
に必要事項を記入し、９．項の「申込方法」により送付して下さい。
尚、参加費は、１０．項の「参加費の銀行振込み」とします。

８．申込受付期間・振込期間

いずれも ８月２５日（火）～９月７日（月）必着 とします。
９．申込方法

（１） 電子メール による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書

メール宛先 ： yokosuka_taikai@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権大会（所属団体名） 例）選手権（横須賀市役所）
（注） １．横須賀市テニス協会加盟団体以外は、（所属団体名）の欄に（申込責任者名）を入れて下さい。
２．申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「選手権大会」係
（注） 上記（１）（２）共通

１．申し込みは、各団体一括でお願いします。
２．申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものはランキングの扱いとしません。

（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
１０．参加費の銀行振込み

（１） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
横須賀市テニス協会 宛

②

三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛

（２） 団体番号、加盟団体略称は協会ＨＰを参照願います。

http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショ スズキ
振込み者欄には、団体番号、加盟団体略称、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
・横須賀市テニス協会加盟団体以外の場合
0451112222 タナカ
振込み者欄には、連絡先電話番号、（申込総括表の）申込責任者名を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
１１．注意事項

（１）
（２）
（３）
（４）

（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
試合はセルフジャッジ制とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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、テニス協会所有携帯電話（大津コートのみ）への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：１５～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
各種目申込み組数が４名（組）未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が４名（組）未満の場合は若年層の種目に集約しますのであらかじめ
ご了解願います。
協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
仮ドローは、テニス協会のHP上で、９月３０日（水）以降に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時連絡いたします。
本大会は、表彰状は発行いたしません。
駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp

平成２０年度 第３７回横須賀テニス選手権大会開催要項
（シングルス、ダブルス（年齢別））
平成２０年８月１日
主催
横須賀市テニス協会
後援
横須賀市教育委員会
後援
横須賀市体育協会
後援
神奈川県テニス協会
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。

本年は、シングルス種目に加え、ダブルス（年齢別）種目を設けました。
ダブルス（年齢別）はフリーエントリーです。
（例）４５歳男子は、①シングルス一般及び②ダブルス４５歳以上に出場する事が可能です。
（注）３５歳未満の方はシングルスのみとなりますのでご注意下さい。
１．期日、種目、会場

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）

10/13
(月・祭)
コート 大津

10/18
(土)
大津

10/19
(日)
大津

10/25
(土)
大津

11/1
(土)
大津

11/2
(日)
大津

11/8
(土)
大津

シングルス
一般男子(予選・本戦)

予備日

一般女子(予選・本戦)
男子年齢別
(３５・４０・４５・５０・５５・
６０・６５歳以上）
女子年齢別
（４５歳以上）
ダブルス
男子年齢別
(３５・４５・５５・６０
６５・７０歳以上）
女子年齢別
（４５歳以上）
ジュニアシングルス
少年・少女

２．会場
３．参加資格

11/ 9(日)
11/15(土)
11/16(日)
11/22(土)
11/23(日･祭)
11/24(月･振)
11/29(土)
12/20(土)
12/21(日)

横須賀市営大津庭球場（京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分）
（１）
（２）

（３）
（４）

（５）

都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者又は神奈川県高体連テニス部加盟者であること。
年齢制限
男子３５歳以上
昭和４８年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
昭和４３年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
昭和３８年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
昭和３３年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
昭和２８年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
昭和２３年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
昭和１８年１２月３１日以前出生者
男子７０歳以上
昭和１３年１２月３１日以前出生者
女子４５歳以上
昭和３８年１２月３１日以前出生者
少年、少女１８歳以下
平成 ２年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下
平成 ４年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下
平成 ６年 １月 １日以降出生者
日本プロテニス協会登録者は出場できません。
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。（ＪＴＡ単保持者も含む）
年齢別種目はフリーエントリーです。

４．参加費

シングルス
１名：３５００円
ダブルス
１組：５０００円
ジュニアシングルス
１名：２０００円
参加者はスポーツ保険に加入いたします。

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

(1) 一般男女、一般年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦、男子３５歳以上、男子４０歳以上、男子４５歳以上、の
決勝戦は、３セットマッチ（６ゲームオールタイブレーク）とします。
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
(2) 少年、少女：ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（６ゲームオールタイブレーク）
少年、少女 １８才以下、１６才以下、１４才以下の 決勝戦 は、
８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）

７．申込用紙

所定の申込み用紙（申込総括表、申込書）に必要事項を記入し、参加料を銀行振込みでお願いします。

（注）選手権大会の募集要項及び申込総括表／申込書（Ｅｘｃｅｌファイル）は、
横須賀市テニス協会ホームページにも掲載しますので利用願います。
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８．申込方法・期間

（注） 申し込みは、各団体一括でお願いします。
（１） 電子メール による申込み
・ 受付期間 ： ８月５日（火） ～ 締切日 ８月１９日（火）必着
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書

メール宛先 ： ｈ２０ｓｅｎ@jcom.home.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権大会（所属団体名） 例）選手権（横須賀市役所）
（注） 横須賀市テニス協会加盟団体以外は、「申込責任者名」を入れて下さい。
（注） 申込みを受理したメールには受け付けた旨、メールを返信致しますので必ずご確認ください。
（２） 郵送 による申込み
・ 受付期間 ： ８月５日（火） ～ 締切日 ８月１９日（火）必着
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書
・ 郵送宛先 ： 〒２３８－００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「選手権大会」係
（注） 申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものは受け付けません。（また、ランキングの扱いといたしません。）

（個人情報につきましては、大会連絡の目的以外には使用いたしません。）
９．参加費の銀行振込み・期間

（１） 振込期間 ： ８月５日（火） ～ 締切日 ８月１９日（火）厳守
（２） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
② 三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛
横須賀市テニス協会 宛
振込み者欄には、団体番号（別紙団体番号一覧参照）、加盟団体略称、申込責任者名
を必ず記載願います。
（例） ・横須賀市テニス協会加盟団体の場合
ジ０９シヤクショ スズキイチロウ
振込み者欄には、団体番号（別紙団体番号一覧参照）、加盟団体略称、申込責任者名を記入。
・横須賀市テニス協会加盟団体以外の場合
0451112222 タナカジロウ
振込み者欄には、連絡先電話番号、申込責任者名を記入。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。

現金書留での送金は受け付けません。
１０．注意事項

（１） 服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
（２） 試合はセルフジャッジ制とします。
（３） 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。
（４） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。
公園管理事務所との取り決めにより、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、今年度もテニス協会所有携帯電話（大津コートのみ）への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０－４４５４－２８９４ （大津コート ８：３０～試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページでご確認ください。
（５） 各種目申込み組数が４名（組）未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が４名（組）未満の場合は若年層の種目に集約しますのであらかじめ
ご了解願います。
（６） 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（７） 仮ドローは、テニス協会のHP上で、９月１７日（水）以降に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時連絡いたします。
（８） 本大会は、表彰状は発行いたしません。
（９） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８－００３１ 横須賀市衣笠栄町１－４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６－８５３－６３９１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka_tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka_tennis@yahoo.co.jp

2/6

平成１９年度 第３６回横須賀テニス選手権大会開催要項
（日程 及び 申込み方法、注意事項）
平成1９年８月１日
主催 横須賀市テニス協会
後援 横須賀市教育委員会
横須賀市体育協会
神奈川県テニス協会
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
１．期日、種目、会場

種目別予定表 （エントリ―数により、変更することがあります。）
10/14 10/20 10/21 10/27 11/3 11/10 11/11 11/17
(日)
(土)
(日)
(土) (土・祭) (土)
(日)
(土)
コート 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津 大津
予備日

シングルス
一般男子(予選)
(本戦)
一般女子(予選)
（本戦）
男子年齢別
（３５歳、４０歳、４５歳
５０歳、５５歳、６０歳
６５歳以上）
女子年齢別
（５０歳以上）
ジュニアシングルス
少年・少女
（１８歳、１６歳、
１４歳以下）

予備日
11/17(土)大津
11/18(日)大津
11/23(金・祭)大津
11/24(土)大津
11/25(日)大津

２．会場

横須賀市営大津庭球場（京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分）

３．参加資格

（１）
（２）

（３）
（４）

都道府県テニス協会に加盟する市町協会登録者又は神奈川県高体連テニス部加盟者であること。
年齢制限
男子３５歳以上
昭和４７年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
昭和４２年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
昭和３７年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
昭和３２年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
昭和２７年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
昭和２２年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
昭和１７年１２月３１日以前出生者
女子５０歳以上
昭和３２年１２月３１日以前出生者
少年、少女１８歳以下 昭和６４年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下 平成 ３年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下 平成 ５年 １月 １日以降出生者
日本プロテニス協会登録者は出場できません。
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。（ＪＯＰ単複保持者も含む）

４．参加費

１名：３５００円

少年・少女：２０００円

５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

(1) 一般男女、一般年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦、男子３５歳以上、男子４０歳以上、男子４５歳以上、の Ｆ は、
３セットマッチ（６ゲームオールタイブレーク）とします。
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
(2) 少年、少女：ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（６ゲームオールタイブレーク）
少年、少女 １８才以下、１６才以下、１４才以下の Ｆ は、８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）
とします。
＊： 全試合、セットブレーク方式（第一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）

７．申込用紙

所定の申込み用紙（申込総括表、申込書）に必要事項を記入し、参加料を振込み下さい。
（注）選手権大会の募集要項及び申込総括表／申込書（Ｅｘｃｅｌファイル）は、市テニス協会ホーム
ページにも掲載しますので利用願います。
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８．申込書（方法及び受付期間）
（注） 申し込みは、各団体一括でお願いします。
（１） 電子メール による申込み
・ 受付期間 ： ８月８日（水） 〜 締切日 ８月２１日（火）必着
・ 申込様式 ： 申込総括表、申込書

メール宛先 ： ichihara-f@able.ocn.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権大会（所属団体名）
（２）
・
・
・

例）選手権大会（横須賀市役所）
選手権大会（鎌倉市役所）

郵送 による申込み
受付期間 ： ８月８日（水） 〜 締切日 ８月２１日（火）必着
申込様式 ： 申込総括表、申込書
郵送宛先 ： 〒２３８−００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「選手権大会」係

＊： 申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものは受け付けません。（また、ランキングの扱いといたしません。）
９．参加費（振込銀行及び期間）
（１） 振込期間 ： ８月８日（水） 〜 締切日 ８月２１日（火）厳守
（２） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
② 三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛
横須賀市テニス協会 宛
振込み者欄には、団体番号（別紙団体番号一覧参照）、加盟団体略称、申込責任者名
を必ず記載願います。
例）ジ０９シヤクショ ヤマダタロウ
（注）横須賀市テニス協会以外の方は、電話番号、申込責任者名を記載願います。
例）０４５１１１２２２２ スズキイチロウ
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。
現金書留での送金は受け付けません。
１０．注意事項
（１）
（２）
（３）
（４）

服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
試合はセルフジャッジ制とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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、今年度もテニス協会所有携帯電話（大津コートのみ）への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０−４４５４−２８９４ （大津コート ８：３０〜試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページ又はテレフォンガイドで
ご確認ください。
（５）・ 種目間のダブルエントリーは出来ません。
各種目申込み組数が４名未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が４名未満の場合は若年層の種目に集約する場合がありますので
あらかじめご了解願います。
（注）少年・少女は３名の場合、リーグ戦とします。
（６）・ 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（７）・ 仮ドローは、テニス協会のHP上で、９月１９日（水）以降に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時連絡いたします。
（８）・ 試合中トラブルが発生した場合はその場でレフリーに申告すること。試合終了後の申告は認めません。
（９）・ 本大会は、表彰状は発行いたしません。
（１０）・ 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８−００３１ 横須賀市衣笠栄町１−４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６−８５３−６３９１
テ レ フ ォ ン ガ イ ド ： ０４６−８５３−６３８１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka̲tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka̲tennis@yahoo.co.jp
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平成１８年度 第３５回横須賀テニス選手権大会開催要項
（日程 及び 申込み方法、注意事項）
平成1８年８月１日
主催
横須賀市テニス協会
後援
横須賀市教育委員会
後援
横須賀市体育協会
後援
神奈川県テニス協会
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
１．期日、種目、会場

コート

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
10/15
(日)
大津

10/21
(土)
大津

10/22
(日)
大津

10/28
(土)
大津

11/3
(金・祭)
大津

11/4
(土)
大津

11/11
(土)
大津

11/12
(日)
大津

シングルス
一般男子(予選)
(本戦)
一般女子(予選)
（本戦）
男子年齢別
（３５歳、４０歳、４５歳
５０歳、５５歳、６０歳
６５歳以上）
女子年齢別
（５０歳以上）
ジュニアシングルス
少年・少女
（１８歳、１６歳、
１４歳以下）

11/19
(日)
大津

予備日
11/23(木･祭)
11/25(土)
11/26(日)
12/ 2(土)
12/ 9(土)
12/23(土･祭)

２．会場

横須賀市営大津庭球場（京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分）
横須賀市営追浜庭球場（京浜急行 追浜駅下車 徒歩１５分）

３．参加資格

（１）
（２）

（３）
（４）

４．参加費

11/18
(土)
大津

都道府県テニス協会に加盟する市町テニス協会登録者又は神奈川県高体連テニス部加盟者であること。
年齢制限
男子３５歳以上
昭和４６年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
昭和４１年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
昭和３６年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
昭和３１年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
昭和２６年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
昭和２１年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
昭和１６年１２月３１日以前出生者
女子５０歳以上
昭和３１年１２月３１日以前出生者
少年、少女１８歳以下
昭和６３年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下
平成 ２年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下
平成 ４年 １月 １日以降出生者
日本プロテニス協会登録者は出場できません。
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。（ＪＯＰ単複保持者も含む）

１名：３５００円

少年・少女：２０００円

横須賀市テニス協会
協会連絡事務所
〒２３８−００３１ 横須賀市衣笠栄町１−４３
テニスショップ ラージ内
横須賀市テニス協会連絡事務所
Ｔ Ｅ Ｌ ＆ Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６−８５３−６３９１
テ レ フ ォ ン ガ イ ド ： ０４６−８５３−６３８１
協会ホームページアドレス
http://www.geocities.co.jp/yokosuka̲tennis/
協会メールアドレス（問合せ用）
yokosuka̲tennis@yahoo.co.jp
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５．使用球

ダンロップフォ―ト （黄）

６．試合方法

(1) 一般男女、一般年齢別：ト―ナメント方式、８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦、男子３５歳以上、男子４０歳以上、男子４５歳以上、の
一般男子本戦、一般女子本戦、男子35才以上本戦のＳＦ、Ｆ及び男子45才以上
Ｆ
は、３セットマッチ（６ゲームオールタイブレーク）とします。
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
全試合、セットブレーク方式（第一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）
(2) 少年、少女：ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（６ゲームオールタイブレーク）
少年、少女 １８才以下、１６才以下、１４才以下の Ｆ は、
８ゲ―ムプロセット（８ゲームオールタイブレーク）とします。
＊：全試合、セットブレーク方式（第一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）

７．申込用紙

所定の申込み用紙（申込総括表、申込書）に必要事項を記入し、参加料を振込み下さい。

（注）選手権大会の募集要項及び申込総括表／申込書（Ｅｘｃｅｌファイル）は、市テニス協会ホーム
ページにも掲載しますので利用願います。
８．申込方法・期間

（注）
（１）
・
・

申し込みは、各団体一括でお願いします。
電子メール による申込み
受付期間 ： ８月１４日（月） 〜 締切日 ８月２３日（水）必着
申込様式 ： 申込総括表、申込書

メール宛先 ： ichihara-f@able.ocn.ne.jp
・ メール件名 ： 選手権大会（所属団体名） 例）選手権（横須賀市役所）
（注）横須賀市テニス協会加盟団体以外は、「所属クラブ名」や「所属会社名」を入れて下さい。
（２）
・
・
・

郵送 による申込み
受付期間 ： ８月１４日（月） 〜 締切日 ８月２３日（水）必着
申込様式 ： 申込総括表、申込書
郵送宛先 ： 〒２３８−００３１
横須賀市衣笠栄町１―４３ テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所
「選手権大会」係
申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものは受け付けません。（また、ランキングの扱いといたしません。）

＊ 仮ドローは、協会HP上で公開しますのでご覧ください。尚、仮ドローの郵送を希望される方は、９０円切手を
貼った返信用封筒（定型）に、送付先住所、氏名、所属団体名 を記載したものを郵送願います。
「定型郵便物」とは、長さ：１４〜２３．５ｃｍ、幅：９〜１２ｃｍ、厚さ：１ｃｍ以下、重さ：５０ｇまでをいいます。
（大会日程、試合開始時間、参加される種目ドロー のみの郵送となります。)
９．参加費の銀行振込み・期間

（１） 振込期間 ： ８月１４日（月） 〜 締切日 ８月２３日（水）厳守
（２） 振込銀行 ：
① 湘南信用金庫 本店営業部
② 三浦藤沢信用金庫 本店営業部
普通預金：０２６６４５３
普通預金：１４３０１４８
横須賀市テニス協会 宛
横須賀市テニス協会 宛
振込み者欄には、団体番号（別紙団体番号一覧参照）、加盟団体略称、申込責任者名
を必ず記載願います。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。
現金書留での送金は受け付けません。
１０．注意事項

（１）
（２）
（３）
（４）

服装はテニスウエアを着用のこと （Ｔシャツは不可）。
試合はセルフジャッジ制とします。
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。
公園管理事務所との取り決めにより、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、今年度もテニス協会所有携帯電話（大津コートのみ）への問い合わせに対応いたします。
電話は込み合う状況が予想されますので、各団体代表者が問い合わせる様お願いいたします。
TEL：０９０−４４５４−２８９４ （大津コート ８：３０〜試合終了）
尚、雨天等による試合日程の変更は、後日、当協会のホームページ又はテレフォンガイドで
ご確認ください。
（５）・ 種目間のダブルエントリーは出来ません。
各種目申込み組数が４名未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が４名未満の場合は若年層の種目に集約する場合がありますので
あらかじめご了解願います。
（注）少年・少女は３名の場合、リーグ戦とします。
（６）・ 協会加盟員は、加盟登録した（加盟費を納付した）団体名でエントリーして下さい。
（７）・ 仮ドローは、テニス協会のHP上で、９月２０日（水）以降に公開いたします。
変更が生じた場合は、随時連絡いたします。
（８）・ 試合中トラブルが発生した場合はその場でレフリーに申告すること。試合終了後の申告は認めません。
（９）・ 本大会は、表彰状は発行いたしません。
（１０）・ 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。
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平成１７年度 第３４回横須賀テニス選手権大会開催要項
（日程 及び 申込み方法、注意事項）
平成1７年８月２日
主催
横須賀市テニス協会
後援
横須賀市教育委員会
後援
横須賀市体育協会
後援
神奈川県テニス協会
標記大会を下記の要項にて開催致しますので、皆様奮って御参加下さい。
１．期日、種目、会場

コート

種目別予定表 （エントリ―数により若干の変更を行うことがあります。）
10/16
(日)
大津

10/22
(土)
大津

10/23
(日)
大津

10/29
(土)
大津

11/3
(木・祭)
大津

11/5
(土)
大津

11/12
(土)
大津

11/13
(日)
大津

11/19
(土)
大津

11/20
(日)
大津

11/23
(水・祭)
大津

シングルス
一般男子(予選)
(本戦)
一般女子(予選)
（本戦）
男子35歳以上
男子40歳以上
男子45歳以上
男子50歳以上
男子55歳以上
男子60歳以上
男子65歳以上
女子50歳以上
ジュニアシングルス
少年18歳以下
少年16歳以下
少年14歳以下
少女18歳以下
少女16歳以下
少女14歳以下

２．会場
３．使用球
４．申込用紙
５．申込方法
６．注意事項

予備日
11/26(土)
11/27(日)
12/ 3(土)
12/10(土)
12/23(金･祭)

横須賀市営大津庭球場（京浜急行 新大津駅下車 徒歩５分）
横須賀市営追浜庭球場（京浜急行 追浜駅下車 徒歩１５分）
ダンロップフォ―ト （黄）
所定の申込み用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて申込み下さい。
なお、申込み用紙は、市教育委員会にも用意してあります。
所定の用紙に各種目別に必要事項を記入し、各所属団体を通じて申込み下さい。
（１） 各種目間のダブルエントリ―はできません。
（２） 申込み用紙に必ず大会実績を明記して下さい。また、当協会加盟登録者は会長杯のクラス（Ａ、Ｂ、Ｃ）
も併記して下さい。記入のないものは受け付けません。（また、ランキングの扱いといたしません。）
（３） 服装はテニスウエアを着用のこと（Ｔシャツは不可）。
（４） 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。
（５） 試合の有無は当日会場に行って、確認して下さい。尚、雨天等による試合日程の変更は後日当協会の
テレホンガイド(046-853-6381)又はホームページでご確認下さい。
ホームページアドレス：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｙｏｋｏｓｕｋａ＿ｔｅｎｎｉｓ／
公園管理事務所への問い合わせはしないで下さい。
（６） ドロ―はテニス協会のＨＰ上で、９月２０日（火）以降に公開いたします。
（７） 試合はセルフジャッジ制とします。
（８） 各種目申込み組数が４名未満の場合は不成立とします。
但し、年齢別種目でエントリー数が４名未満の場合は若年層の種目に集約いたしますのであらかじめ
了解願います。
（９） 試合中トラブルが発生した場合はその場でレフリーに申告すること。試合終了後の申告は認めません。
（１０） 本大会は、表彰状は発行いたしません。
（１１） 駐車場は有料です。収容台数に制限がありますので車でのご来場はご遠慮ください。

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 テニスショップ ラ―ジ 内
横須賀市テニス協会連絡事務所 ＴＥＬ 及び ＦＡＸ ０４６―８５３−６３９１
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平成１７年度 第３４回横須賀テニス選手権大会開催要項
（種目）
（シングルス）
１．参加資格

（１）
（２）

都道府県協会に加盟する市町協会登録者又は神奈川県高体連庭球部加盟者であること。
年齢制限
男子３５歳以上
昭和４５年１２月３１日以前出生者
男子４０歳以上
昭和４０年１２月３１日以前出生者
男子４５歳以上
昭和３５年１２月３１日以前出生者
男子５０歳以上
昭和３０年１２月３１日以前出生者
男子５５歳以上
昭和２５年１２月３１日以前出生者
男子６０歳以上
昭和２０年１２月３１日以前出生者
男子６５歳以上
昭和１５年１２月３１日以前出生者
女子５０歳以上
昭和３０年１２月３１日以前出生者
（３）
日本プロテニス協会登録者は出場できません。
（４）
一般男子及び一般女子の出場資格は下記の通りです。いずれかの条件を満たしている事。
ａ）横須賀市テニス協会加盟登録者
ｂ）横須賀市以外の地域協会加盟登録者の場合
①地域協会主催又は後援、市町協会主催のシングルス大会ベスト８入賞者（過去３年以内の実績）
②前年度横須賀テニス選手権大会シングルス本戦出場者
ｃ）横須賀市テニス協会が特に認めたもの。（ＪＯＰ単複保持者も含む）
☆ 一般男子、一般女子以外の種目はフリーエントリーです。

２．参加料

１名

３．試合方法

ト―ナメント方式、８ゲ―ムマッチ（１２Ｐタイブレーク）
但し、一般男子本戦、一般女子本戦、男子３５歳以上、男子４０歳以上、男子４５歳以上、の
一般男子本戦、一般女子本戦、男子35才以上本戦のＳＦ、Ｆ及び男子45才以上
Ｆ
は、３セットマッチ（１２Ｐタイブレーク）とします。
なお、一般男子・一般女子の本戦についてはラッキールーザー制を採用いたします。
なお,一般男子・一般女子についてはラッキールーザー制を採用いたします。
全試合、セットブレーク方式（第一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）

３，５００円

（ジュニア シングルス）
１．参加資格

（１）
（２）

都道府県協会に加盟する市町協会登録者又は神奈川県高体連庭球部加盟者であること。
年齢制限
少年、少女１８歳以下
昭和６２年 １月 １日以降出生者
少年、少女１６歳以下
昭和６４年 １月 １日以降出生者
少年、少女１４歳以下
平成 ３年 １月 １日以降出生者

２．参加料

１名

３．試合方法

ト―ナメント方式、６ゲ―ムマッチ（１２Ｐタイブレ―ク）
少年、少女 １８才以下、１６才以下、１４才以下の Ｆ は、
８ゲ―ムマッチ（１２Ｐ タイブレ―ク）とします。
全試合、セットブレーク方式（第一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）

２，０００円

−２−

平成１７年度 第３４回横須賀テニス選手権大会開催要項
（申込方法・期間・受付時間）
本大会は、申込方法・期間・受付時間について、従来の「協会事務所による受付け」に加え
「銀行振込、ＦＡＸ送信／メール送信／郵送」による受付けを実施いたしますので、宜しくお願いいたします。

申込方法・期間・受付時間
（１） 参加料の支払い方法
①

協会連絡事務所での支払いの場合（申込書と一緒）
・ ８月２７日（土） 〜 締切日 ８月２８日（日） ２日間とも Ｐ．Ｍ １：００ 〜 Ｐ．Ｍ ５：００

②

銀行振込みによる支払いの場合
・ 振込み受付期間：締切日 ８月１５日（月）〜８月２４日（水）
・ 振込先銀行：

ア）湘南信用金庫（本店）

イ）三浦藤沢信用金庫(本店)

普通預金：０００１−０２６６４５３

普通預金：００１−１４３０１４８

横須賀市テニス協会 宛

横須賀市テニス協会 宛

振込み者欄には、団体番号（協会HP参照）、団体名略称
及び全申込組数、担当者 を必ず記載願います。
（注） 振込み手数料は申込者の負担でお願いします。
横須賀市テニス協会加盟団体以外の場合、団体番号は「 Ｘ０１ 」と記載願います。
現金書留での送金は受け付けません。
（２） 参加申込み名簿の提出
①

協会連絡事務所での申込みの場合
・ ８月２７日（土） 〜 締切日 ８月２８日（日） ２日間とも Ｐ．Ｍ １：００ 〜 Ｐ．Ｍ ５：００

②

メールによる申込みの場合
・ メール送信期間：８月１５日（月）〜締切日 ８月２４日（水）
メールアドレス：
ｍａｉｌｔｏ：ｙｏｋｏｓｕｋａ＿ｔｅｎｎｉｓ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ
メールの件名は、「選手権申込み（加盟団体名）」でお願いします。

③

ＦＡＸによる申込みの場合
・ ＦＡＸ送信期間：８月１５日（月）〜締切日 ８月２４日（水）
ＦＡＸ：０４６―８５３−６３９１（横須賀市テニス協会連絡事務所）
申し込み書の１枚目に、振込み記録票のコピーを添付しＦＡＸ願います。

④

郵送による申込みの場合
・ 郵送：８月２５日（木）協会連絡事務所に必着のこと。

(注) 選手権の募集要項及び申込み用紙（Ｅｘｃｅｌファイル）は、市テニス協会ホームページ
に掲載しますので参照願います。
横須賀市テニス協会ホームページアドレス：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｙｏｋｏｓｕｋａ＿ｔｅｎｎｉｓ／
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䊶 䋸䋲䋱ᣣ䋨䋩䇭䌾䇭✦ಾᣣ䇭䋸䋲䋲ᣣ䋨ᣣ䋩䇭䋲ᣣ㑆䈫䉅䇭䌐䋮䌍䇭䋱䋺䋰䋰䇭䌾䇭䌐䋮䌍䇭䋵䋺䋰䋰
䋲ᣣ㑆䈫䉅䇭䌐䋮䌍䇭䋱䋺䋰䋰䇭䌾䇭䌐䋮䌍䇭䋵䋺䋰䋰䇭ㄥ䈫䈜䉎䇯
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䋨䋵䋩 ⹜ว䈱ή䈲ᒰᣣળ႐䈮ⴕ䈦䈩䇮⏕䈚䈩ਅ䈘䈇䇯ዏ䇮㔎ᄤ╬䈮䉋䉎⹜วᣣ⒟䈱ᄌᦝ䈲ᓟᣣᒰදળ䈱
䊁䊧䊖䊮䉧䉟䊄㩿㪇㪋㪍㪄㪏㪌㪊㪄㪍㪊㪏㪈㪀䈲䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈪䈗⏕ਅ䈘䈇䇯
䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉝䊄䊧䉴䋺㪿㫋㫋㫇㪑㪆㪆㫎㫎㫎㪅㪾㪼㫆㪺㫀㫋㫀㪼㫊㪅㪺㫆㪅㫁㫇㪆㪘㫋㪿㫃㪼㫋㪼㪄㪘㫋㪿㪼㫅㪼㪆㪉㪌㪐㪌㪆
▤ℂോᚲ䈻䈱䈇ว䉒䈞䈲䈚䈭䈇䈪ਅ䈘䈇䇯
䋨䋶䋩 䊄䊨㵪䈲ฦ࿅䈮ㅍઃ䈚䉁䈜䇯䇮䊁䊆䉴දળ䈱䌈䌐䈪䉅㐿䈇䈢䈚䉁䈜䇯
䋨䋷䋩 ⹜ว䈲䉶䊦䊐䉳䊞䉾䉳䈫䈚䉁䈜䇯
䋨䋸䋩 ฦ⒳⋡↳ㄟ䉂⚵ᢙ䈏䋴ฬᧂḩ䈱႐ว䈲ਇᚑ┙䈫䈚䉁䈜䇯
ૉ䈚䇮ᐕ㦂⒳⋡䈪䉣䊮䊃䊥䊷ᢙ䈏䋴ฬᧂḩ䈱႐ว䈲⧯ᐕጀ䈱⒳⋡䈮㓸⚂䈇䈢䈚䉁䈜䈱䈪䈅䉌䈎䈛䉄
ੌ⸃㗿䈇䉁䈜䇯
䋨䋹䋩 ⹜วਛ䊃䊤䊑䊦䈏⊒↢䈚䈢႐ว䈲䈠䈱႐䈪䊧䊐䊥䊷䈮↳๔䈜䉎䈖䈫䇯⹜ว⚳ੌᓟ䈱↳๔䈲䉄䉁䈞䉖䇯
䋨䋱䋰䋩 ᧄᄢળ䈲䇮ᓆ⁁䈲⊒ⴕ䈇䈢䈚䉁䈞䉖䇯
䋨䋱䋱䋩 㚢ゞ႐䈲ᢱ䈪䈜䇯ኈบᢙ䈮㒢䈏䈅䉍䉁䈜䈱䈪ゞ䈪䈱䈗᧪႐䈲䈗㆙ᘦ䈒䈣䈘䈇䇯

ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળ䇭ㅪ⛊ോᚲ

䇾㪉㪊㪏㪄㪇㪇㪊㪈㩷㩷ᮮ㗇⾐Ꮢ═ᩕ↸䋱㵪䋴䋳䇭䊁䊆䉴䉲䊢䉾䊒䇭䊤㵪䉳䇭ౝ
ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળㅪ⛊ോᚲ䇭䇭䌔䌅䌌䇭䈶䇭䌆䌁䌘䇭䋰䋴䋶㵪䋸䋵䋳䋭䋶䋳䋹䋱

ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ㩷㩷╙䋳䋲࿁ᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ㐿ⷐ㗄
䋨⒳⋡䋩
䋨䉲䊮䉫䊦䉴䋩
䋱䋮ෳട⾗ᩰ

䋨䋱䋩
䋨䋲䋩

ㇺᐭ⋵දળ䈮ട⋖䈜䉎Ꮢ↸දળ⊓㍳⠪䈲ᄹᎹ⋵㜞ㅪᐸㇱട⋖⠪䈪䈅䉎䈖䈫䇯
ᐕ㦂㒢
↵ሶ䋳䋵ᱦએ
ᤘ䋴䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋴䋰ᱦએ
ᤘ䋳䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋴䋵ᱦએ
ᤘ䋳䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋵䋰ᱦએ
ᤘ䋲䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋵䋵ᱦએ
ᤘ䋲䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋶䋰ᱦએ
ᤘ䋱䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
ᅚሶ䋵䋰ᱦએ
ᤘ䋲䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
䋨䋳䋩
ᣣᧄ䊒䊨䊁䊆䉴දળ⊓㍳⠪䈲႐䈪䈐䉁䈞䉖䇯
䋨䋴䋩
৻⥸↵ሶ䈶৻⥸ᅚሶ䈱႐⾗ᩰ䈲ਅ⸥䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯䈇䈝䉏䈎䈱᧦ઙ䉕ḩ䈢䈚䈩䈇䉎䇯
䌡䋩ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળട⋖⊓㍳⠪䈱႐ว
䇭䇭㽲ળ㐳᧰䉲䊮䉫䊦䉴↵ሶ䌁⚖䇮䌂⚖⾗ᩰ⠪䈶ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ䌃⚖䊑䊨䉾䉪ఝൎ⠪
䇭䇭㽳ળ㐳᧰䉲䊮䉫䊦䉴ᅚሶ䌁⚖䇮䌂⚖⾗ᩰ⠪䈶ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ䌃⚖䊑䊨䉾䉪ఝൎ⠪
䇭䇭㽴೨ᐕᐲᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ䉲䊮䉫䊦䉴ᧄᚢ႐⠪
䌢䋩ᮮ㗇⾐Ꮢએᄖ䈱ၞදળട⋖⊓㍳⠪䈱႐ว
䇭䇭㽲ၞදળਥ䈲ᓟេ䇮Ꮢ↸දળਥ䈱䉲䊮䉫䊦䉴ᄢળ䊔䉴䊃䋸⾨⠪ 䋨ㆊ䋳ᐕએౝ䈱ታ❣䋩
䇭䇭㽳೨ᐕᐲᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ䉲䊮䉫䊦䉴ᧄᚢ႐⠪
䌣䋩ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળ䈏․䈮䉄䈢䉅䈱䇯䋨䌊䌏䌐නⶄᜬ⠪䉅䉃䋩
䃩 ৻⥸↵ሶ䇮৻⥸ᅚሶએᄖ䈱⒳⋡䈲䊐䊥䊷䉣䊮䊃䊥䊷䈪䈜䇯

䋲䋮ෳടᢱ

䋱ฬ

䋳䋮⹜วᣇᴺ

䊃㵪䊅䊜䊮䊃ᣇᑼ䇮䋸䉭㵪䊛䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䉺䉟䊑䊧䊷䉪䋩
䇭䇭䇭䇭䇭䇭ૉ䈚䇮৻⥸↵ሶᧄᚢ䇮৻⥸ᅚሶᧄᚢ䇮↵ሶ䋳䋵ᱦએ䇮↵ሶ䋴䋰ᱦએ䇮↵ሶ䋴䋵ᱦએ䇮䈱䇭䌆
䇭䇭䇭䇭䈲䇮䋳䉶䉾䊃䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䉺䉟䊑䊧䊷䉪䋩䈫䈚䉁䈜䇯
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䈭䈍䇮৻⥸↵ሶ䊶৻⥸ᅚሶ䈱ᧄᚢ䈮䈧䈇䈩䈲䊤䉾䉨䊷䊦䊷䉱䊷䉕ណ↪䈇䈢䈚䉁䈜䇯

䋳䋬䋵䋰䋰

䋨䉻䊑䊦䉴䋩
䋱䋮ෳട⾗ᩰ

䋨䋱䋩
䋨䋲䋩

ㇺᐭ⋵දળ䈮ട⋖䈜䉎Ꮢ↸දળ⊓㍳⠪䈲ᄹᎹ⋵㜞ㅪᐸㇱട⋖⠪䈪䈅䉎䈖䈫䇯
ᐕ㦂㒢
↵ሶ䋳䋵ᱦએ
ᤘ䋴䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋴䋵ᱦએ
ᤘ䋳䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋵䋵ᱦએ
ᤘ䋲䋳ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
↵ሶ䋶䋰ᱦએ
ᤘ䋱䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
ᅚሶ䋵䋰ᱦએ
ᤘ䋲䋸ᐕ䋱䋲䋳䋱ᣣએ೨↢⠪
䋨䋳䋩
ᣣᧄ䊒䊨䊁䊆䉴දળ⊓㍳⠪䈲႐䈪䈐䉁䈞䉖䇯
䋨䋴䋩
৻⥸↵ሶ䈶৻⥸ᅚሶ䈱႐⾗ᩰ䈲ਅ⸥䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯䈇䈝䉏䈎䈱᧦ઙ䉕ḩ䈢䈚䈩䈇䉎䇯
䌡䋩ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળട⋖⊓㍳⠪䈱႐ว䇮䊕䉝䈱 ᣇ䈱⠪䈏䈇䈝䉏䈎䈱᧦ઙ䉕ḩ䈢䈚䈩䈇䉎䈖䈫䇯
䇭䇭㽲ળ㐳᧰䉲䊮䉫䊦䉴↵ሶ䌁⚖䇮䌂⚖⾗ᩰ⠪䈶ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ䌃⚖䊑䊨䉾䉪ఝൎ⠪
䇭䇭㽳ળ㐳᧰䉲䊮䉫䊦䉴ᅚሶ䌁⚖䇮䌂⚖⾗ᩰ⠪䈶ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ䌃⚖䊑䊨䉾䉪ఝൎ⠪
䇭䇭㽴೨ᐕᐲᏒ᳃⢒ᄢળᧄᚢ႐䊕䉝
䇭䇭㽵೨ᐕᐲᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ䉻䊑䊦䉴ᧄᚢ႐⠪
䌢䋩ᮮ㗇⾐Ꮢએᄖ䈱ၞදળട⋖⊓㍳⠪䈱႐ว
䇭䇭㽲ၞදળਥ䈲ᓟេ䇮Ꮢ↸දળਥ䈱䉻䊑䊦䉴ᄢળ䊔䉴䊃䋸䊕䉝 䋨ㆊ䋳ᐕએౝ䈱ታ❣䋩
䇭䇭㽳೨ᐕᐲᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ䉻䊑䊦䉴ᧄᚢ႐⠪
䌣䋩ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળ䈏․䈮䉄䈢䉅䈱䇯䋨䌊䌏䌐නⶄᜬ⠪䉅䉃䋩
䃩 ৻⥸↵ሶ䇮৻⥸ᅚሶએᄖ䈱⒳⋡䈲䊐䊥䊷䉣䊮䊃䊥䊷䈪䈜䇯

䋲䋮ෳടᢱ

䋱⚵

䋳䋮⹜วᣇᴺ

䊃㵪䊅䊜䊮䊃ᣇᑼ䇮䋸䉭㵪䊛䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䉺䉟䊑䊧䊷䉪䋩
䇭䇭䇭䇭䇭䇭ૉ䈚䇮৻⥸↵ሶᧄᚢ䇮৻⥸ᅚሶᧄᚢ䇮↵ሶ䋳䋵ᱦએ䇮↵ሶ䋴䋵ᱦએ䇮䈱䇭䌆
䇭䇭䇭䇭䈲䇮䋳䉶䉾䊃䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䉺䉟䊑䊧䊷䉪䋩䈫䈚䉁䈜䇯
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䈭䈍䇮৻⥸↵ሶ䊶৻⥸ᅚሶ䈱ᧄᚢ䈮䈧䈇䈩䈲䊤䉾䉨䊷䊦䊷䉱䊷䉕ណ↪䈇䈢䈚䉁䈜䇯

䋵䋬䋰䋰䋰

䋨䉳䊠䊆䉝䇭䉲䊮䉫䊦䉴䋩
䋱䋮ෳട⾗ᩰ

䋨䋱䋩
䋨䋲䋩

ㇺᐭ⋵දળ䈮ട⋖䈜䉎Ꮢ↸දળ⊓㍳⠪䈲ᄹᎹ⋵㜞ㅪᐸㇱട⋖⠪䈪䈅䉎䈖䈫䇯
ᐕ㦂㒢
ዋᐕ䇮ዋᅚ䋱䋸ᱦએਅ
ᤘ䋶䋰ᐕ䇭䋱䇭䋱ᣣએ㒠↢⠪
ዋᐕ䇮ዋᅚ䋱䋶ᱦએਅ
ᤘ䋶䋲ᐕ䇭䋱䇭䋱ᣣએ㒠↢⠪
ዋᐕ䇮ዋᅚ䋱䋴ᱦએਅ
ᤘ䋶䋴ᐕ䇭䋱䇭䋱ᣣએ㒠↢⠪

䋲䋮ෳടᢱ

䋱ฬ

䋳䋮⹜วᣇᴺ

䊃㵪䊅䊜䊮䊃ᣇᑼ䇮䋶䉭㵪䊛䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䉺䉟䊑䊧㵪䉪䋩
ዋᐕ䇮ዋᅚ䇭䋱䋸ᚽએਅ䇮䋱䋶ᚽએਅ䇮䋱䋴ᚽએਅ䇮䈱䇭䌆
䇭䇭䇭䇭䈲䇮䋸䉭㵪䊛䊙䉾䉼䋨䋱䋲䌐䇭䉺䉟䊑䊧㵪䉪䋩䈫䈚䉁䈜䇯

䋲䋬䋰䋰䋰

ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ㩷㩷╙䋳䋲࿁ᮮ㗇⾐䊁䊆䉴ㆬᚻᮭᄢળ㐿ⷐ㗄
䋨↳ㄟᣇᴺ䊶ᦼ㑆䊶ฃઃᤨ㑆䋩
䇭ᧄᄢળ䈲䇮↳ㄟᣇᴺ䊶ᦼ㑆䊶ฃઃᤨ㑆䈮䈧䈇䈩䇮ᓥ᧪䈱䇸දળോᚲ䈮䉋䉎ฃઃ䈔䇹䈮ട䈋
䇸㌁ⴕᝄㄟ䇮䌆䌁䌘ㅍା䋯䊜䊷䊦ㅍା䋯ㇷㅍ䇹䈮䉋䉎ฃઃ䈔䉕ታᣉ䈇䈢䈚䉁䈜䈱䈪䇮ቱ䈚䈒䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁䈜䇯

↳ㄟᣇᴺ䊶ᦼ㑆䊶ฃઃᤨ㑆
䋨䋱䋩

ෳടᢱ䈱ᡰᛄ䈇ᣇᴺ
㽲

දળㅪ⛊ോᚲ䈪䈱ᡰᛄ䈇䈱႐ว䋨↳ㄟᦠ䈫৻✜䋩
䊶 䋸䋲䋳ᣣ䋨䋩䇭䌾䇭✦ಾᣣ䇭䋸䋲䋴ᣣ䋨ᣣ䋩䇭䋲ᣣ㑆䈫䉅䇭䌐䋮䌍䇭䋱䋺䋰䋰䇭䌾䇭䌐䋮䌍䇭䋵䋺䋰䋰
䋲ᣣ㑆䈫䉅䇭䌐䋮䌍䇭䋱䋺䋰䋰䇭䌾䇭䌐䋮䌍䇭䋵䋺䋰䋰䇭ㄥ䈫䈜䉎䇯

㽳

㌁ⴕᝄㄟ䉂䈮䉋䉎ᡰᛄ䈇䈱႐ว
䊶 ᝄㄟ䉂ฃઃᦼ㑆䋺✦ಾᣣ䇭䋸䋲䋰ᣣ䋨᳓䋩
䊶 ᝄㄟవ㌁ⴕ䋺

䉝䋩ḕධା↪㊄ᐶ䋨ᧄᐫ䋩

䉟䋩ਃᶆ⮮ᴛା↪㊄ᐶ㩿ᧄᐫ㪀

䇭䇭᥉ㅢ㗍㊄䋺䋰䋰䋰䋱䋭䋰䋲䋶䋶䋴䋵䋳

䇭䇭᥉ㅢ㗍㊄䋺䋰䋰䋱䋭䋱䋴䋳䋰䋱䋴䋸

䇭䇭ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળ䇭ተ

䇭䇭ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળ䇭ᳰㅴ㩷ተ

ᝄㄟ䉂⠪ᰣ䈮䈲䇮࿅⇟ภ䋨⚕࿅⇟ภ৻ⷩෳᾖ䋩䇮࿅ฬ⇛⒓
䈶ో↳ㄟ⚵ᢙ䇮ᜂᒰ⠪䇭䉕ᔅ䈝⸥タ㗿䈇䉁䈜䇯
䋨ᵈ䋩 ᝄㄟ䉂ᚻᢙᢱ䈲↳ㄟ⠪䈱⽶ᜂ䈪䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯
ᮮ㗇⾐Ꮢ䊁䊆䉴දળട⋖࿅એᄖ䈱႐ว䇮࿅⇟ภ䈲䇸䇭䌘䋰䋱䇭䇹䈫⸥タ㗿䈇䉁䈜䇯

㊄ᦠ⇐䈪䈱ㅍ㊄䈲ฃ䈔ઃ䈔䉁䈞䉖䇯
䋨䋲䋩

ෳട↳ㄟ䉂ฬ★䈱ឭ
㽲

දળㅪ⛊ോᚲ䈪䈱↳ㄟ䉂䈱႐ว
䊶 䋸䋲䋳ᣣ䋨䋩䇭䌾䇭✦ಾᣣ䇭䋸䋲䋴ᣣ䋨ᣣ䋩䇭䋲ᣣ㑆䈫䉅䇭䌐䋮䌍䇭䋱䋺䋰䋰䇭䌾䇭䌐䋮䌍䇭䋵䋺䋰䋰

㽳

䊜䊷䊦䈮䉋䉎↳ㄟ䉂䈱႐ว
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