
令和元年6月 27日

令和元年度 尼崎市体育協会会長杯尼崎市長旗テニス競技大会

前略、恒例の標記大会を下記の要項にて開催いたしますので、加盟団体の皆様にご案内申し上げます。

記

・主 催・・・・・ 尼崎市体育協会、尼崎市、尼崎市教育委員会

・主 管・・・・・ 尼崎市テニス協会

・協 賛・・・・・ ダンロップスポーツ （株）

・日 程・・・・・ 令和元年 9月 15、 16、 22、 23、 29、

10月 20、 27、

11月 4, 10, 17, 24,

12月 8, 22,

1月 5、 12, （15日間）

・会 場・・・・・ 尼崎市記念公園テニスコート （砂入り人工芝）

・使 用 球・・・・・ ダンロップ フォート

・種 目・・・・・ １．男子A級、B級、C級（初級）、

（ダブルス） ２．女子A級、B級、C級（初級）、

３．男子45才以上、男子Ｂ級 45才以上、

４．男子55才以上

５．男子60才以上、

６．男子65才以上

７. 男子70才以上 (12月27日 （金）９：00～の予定)

８．女子40才以上、女子Ｂ級 40才以上

９．女子50才以上

10．混合一般、混合 90才以上、混合110才以上

（混合一般以外は男女の年齢合計が表記以上の事）

＊少年男子・少年女子は、別途案内いたします。

・試合内容・・・・・ 1セットマッチ 6-6タイブレーク （ノーアドバンテージ）

参加人数、天候の状況により試合内容を変更する事があります。

（注）・ダブルス大会においてB級、C級（初級）、男子Ｂ級 45才以上・女子Ｂ級 40才以上でベスト 4になった

人はパートナーを変えても上のクラスにエントリーの事。

・男子B級45才以上の参加資格は 45才以上でB級・C級（初級）の人。

・女子B級40才以上の参加資格は 40才以上でB級・C級（初級）の人。

・C級（初級）で明らかにB級レベルと判断した場合、没収試合になることがありますので注意の事。

・参加制限・・・・・ 参加者は上記の１－９種目の中で 2種目まで参加できます。

混合に参加の場合はいずれかさらにひとつに参加できます。

・参 加 料・・・・・ 1ペアー 2000円

・参加資格・・・・ 1. 尼崎市テニス協会加盟員に限ります。

2. 服装については、礼儀正しいテニス競技用服装着用を守れる人。

3. 試合中のフェイスマスク着用は禁止いたします。

・注意事項・・・・ 1. 電話、郵送、FAXでの受付や申込締切り後の受付はいたしません。

2. 試合当日の大会出席の届けは、予定開始時間前には本部に届けてください。

予定時間を過ぎると不戦敗（ＷＯ）となりますのでご注意願います。

・申込場所・・・・ 尼崎市東難波町３－１５－４ ☎ 06-6481-7857

阪神テニスショップ （受付時間 AM10 時～PM6時・火曜日定休日）

・申込締切り・・・ 令和元年 7月 2１日（日）

尼崎市テニス協会



令和元年6月27日

テニス協会加盟団体／大会参加者各位

いつもテニス協会の運営にご協力いただきありがとうございます。

大会種目予定日は過去の大会ドローを参考にし、下記の通り種目予定日を決めたものです。

＊大会種目予定日＊

日 種目

９／１５ 男子B級 男子55才

９／１６ 男子B級 男子55才

９／２２ 男子C級（初級） 男子45才 男子B45才

９／２３ 男子C級（初級） 男子45才 男子B45才

９／２９ 女子B級 男子60才

１０／２０ 女子B級 男子60才

１０／２７ 女子40才 女子Ｂ40才

１１／ ４ 女子40才 女子Ｂ40才

１１／１０ 男子A級 女子50才 男子65才

１１／１７ 男子A級 女子50才 男子65才

１1／２４ 女子C級（初級） 女子A級

１２／ ８ 女子C級（初級） 女子A級

１２／２２ 日程調整日

（１２／２７ 少年 少女 男子70才）

1／ ５ 各種目 SF／F

１／１２ 日程調整日 (予備日)

＊ 上記大会種目予定日は申し込み数により,日程変更が生じる場合がありますので了承願います。

＊ 混合は日程調整枠とし表記していません。

＊ 申込みの際、大会種目予定日の指定はできません。

尼崎市テニス協会



表紙

令和元年度 尼崎市体育協会会長杯・尼崎市長旗テニス競技大会

主 催 尼崎市体育協会

尼 崎 市

尼崎市教育委員会

主 管 尼崎市テニス協会

協 賛 ダンロップスポーツ（株）

会 場 尼崎市記念公園テニスコート

日 程 令和元年9月15日～1月12日 （15日間）

大会役員

大会会長 尼崎市テニス協会会長 中村良康

大会副会長 尼崎市テニス協会副会長 吉田 博

大会委員長 尼崎市テニス協会理事長 大鹿政雄

大会役員（兼レフェリー）

高田博紀 志村順造 上岡君義 松井成男

永田浩辰 竹下友基 岡田千秋 佐々木康治

右近克己 永岡美代子 鍋山美幸 北風悦子

松島 篤 田和良太 前田栄一 松村郁美

熊岡徹也 吉本剛生

裏面

注意事項

１．選手は指定時間までに出席を本部に届けて下さい。

出席を届けても試合時間にコートに入れなかった選手は、失格となります

２．天候不良の時はコートにて決定しますので選手は集合して下さい。

３．試合の審判は、原則的にはセルフジャッジとします。

最終試合の選手はコート整備を行なって下さい。

４．試合球はダンロップフォートを使用します。

1試合に2個支給しますが紛失した場合は選手が補給して試合続行して下さい。

勝ったチームはボールを本部に返却し、スコアーを報告して下さい。

５．試合前の練習はサービスのみとします。

６．試合の服装は、礼儀正しいテニスウエアーとします。（フェイスマスク使用は禁止とします。）

７．試合は原則として男女共、１Ｒ～ＳＦ迄は１セットマッチ（ノーアドバンテージ）６-６タイブレーク。

Ｆは８ゲームプロセット（ノーアドバンテージ）8-８タイブレークとします。

ただし、この方法は当日の役員が状況に応じて変更することがあります。

８．車両の駐車入場に関しての遅刻や路上駐車の車移動に関して試合中断は失格となります。

９．選手各位は、体育館係員や協会役員の指示に必ず従うようにして下さい。

違反者にはペナルティーを適用する場合があります。

10．不明、詳細な点は、大会当日の協会役員へ、その他の日は事務局まで問い合わせ下さい。

11．試合中の事故やケガ、また持ち物の紛失等に対して開催者は責任を持ちません。

事務局 06-6481-7857 阪神テニスショップ

協会ＨＰ http://amagasaki-tennis.com



令和元年6月27日

令和元年度 尼崎市体育協会会長杯尼崎市長旗テニス競技大会

少年・少女の部

前略、恒例の標記大会を下記の要項にて開催いたしますので、加盟団体の皆様にご案内申し上

げます。

記

・主 催・・・・・ 尼崎市体育協会、尼崎市、尼崎市教育委員会

・主 管・・・・・ 尼崎市テニス協会

・協 賛・・・・・ ダンロップスポーツ （株）

・日 程・・・・・ 令和元年12月 27日 （金） 9：00 ～ 17：00 集合 8：45 クラブハウス前

・会 場・・・・・ 尼崎市記念公園テニスコート （砂入り人工芝）

・使 用 球・・・・・ ダンロップ フォート

・種 目 1．少年男子（中学生以下の人が組むこと）

2．少年女子（中学生以下の人が組むこと）

・試合内容・・・・・ 1セットマッチ 6-6 タイブレーク （ノーアドバンテージ）方式

参加人数、天候の状況により 1試合内容を変更する事があります。

・参 加 料・・・・・ 1ペアー 600円

・参加資格・・・・・ 1. 尼崎市テニス協会加盟員または尼崎市在住・在学のいずれか。

2. 服装については、礼儀正しいテニス競技用服装着用を守れる人。

・注意事項・・・・ 1. 電話、郵送、FAXでの受付や申込締切り後の受付はいたしません。

2. 試合当日の出席は、予定開始時間前には本部に届けてください。

予定時間を過ぎると不戦敗（ＷＯ）となりますのでご注意願います。

・申込場所・・・・ 尼崎市東難波町３－１５－４ ☎ 06-6481-7857

阪神テニスショップ （受付時間 AM10 時～PM6時・火曜日定休日）

・申込締切り・・・ 令和元年 11月 2４日（日）尼崎市テニス協会


