
令和元年10月10日

令和元年度

第47回尼崎市長杯シングルステニス選手権大会のお知らせ

前略、恒例の標記大会を下記の要項により開催いたしますので、ご参加いただきます様にご案内

申し上げます。

記

・主 催・・・・・・尼崎市テニス協会
・主 管・・・・・・尼崎市体育協会、尼崎市教育委員会
・協 賛・・・・・・ブリヂストン スポーツ(株)
・日 程・・・・・・令和２年 １月 13. 19. 26．

２月 2. 9． 11． 16． 23.
３月 1. 8． 15． 20． 22. 29. （14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・・・・・・ブリヂストン スポーツ(株) XT-８
・種 目・・・・・・男子の部 ①A級、B級、C級 （いずれか一種目）

②４５才以上、４５才以上B級 （いずれか一種目）

③５０才以上、

④５５才以上

⑤６０才以上

⑥６５才以上

⑦７０才以上

女子の部 ①A級、B級、C級 （いずれか一種目）

②４５才以上

③５０才以上

④５５才以上

（壮年の部は、参加者が８名に満たない場合は、下のクラスに組み込みますので、了承の上申込をして下さい。）

（注）１．過去のシングルス大会に於いて男女共ブロックでベスト４になった人は、上の級にエントリーの事。
２．男女共、C級クラスは初級程度である事、Ｃ級申し込み時注意してください。

(試合当日、明らかにC級レベルでないと判断した場合は、次の試合を没収します。)

３．男子女子共、４５才以上は昭和５０年１２月３１日以前に出生の人。 ５０才以上は昭和４５年
１２月３１日以前に出生の人。５５才以上は昭和４０年１２月３１日以前に出生の人。６０才以上は
昭和３５年１２月３１日以前に出生の人。６５才以上は昭和３０年１２月３１日以前に出生の人。
７０才以上は昭和２５年１２月３１日以前に出生の人。

４．参加制限・・・・１人 ２種目迄とする。

・参 加 料・・・・・・１人 ２０００円
＊ 受付後の参加料は返却致しません。

＊少年の部 別紙案内参照。

・参加資格・・・・・① 尼崎市テニス協会加盟員に限る。

・注意事項・・・・・① 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。
試合中のフェイスマスクは着用禁止

② 電話、FAX、郵送での受付や申込締め切り後の受付は致しません｡
③ 申し込み時､申込書に名前はフルネームで記入して下さい、記入の無い
場合は、申し込み出来ません。

・申込場所・・・・・・・・ 尼崎市東難波町３－１５－４

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・・・・・・・・ 令和元年１１月１７日 （日）

尼崎市テニス協会



令和元年10月10日

令和元年度

第47回尼崎市長杯シングルステニス選手権大会
少年の部

前略、恒例の標記大会を下記の要項により開催いたしますので、ご参加いただきます様にご案内

申し上げます。

記

・主 催・・・・・・尼崎市テニス協会

・主 管・・・・・・尼崎市体育協会、尼崎市教育委員会

・協 賛・・・・・・ブリヂストン スポーツ(株)

・日 程・・・・・・令和２年３月２７日 （金） ＊雨天の場合は中止とします。
AM 9：00 ～ 17：00

・会 場・・・・・・尼崎市記念公園テニスコート （砂入り 人工芝）

・使 用 球・・・・・・ブリヂストン スポーツ(株) XT-８

・種 目・・・・・・シングルス

① 少年男子の部

② 少年女子の部

（注） 少年・少女は中学生以下の人。

・参 加 料・・・・・・少年・少女は１人 ３００円

＊試合球については、本部に返却の事。

・参加資格・・・・・少年・少女は尼崎市在住・在学・ 尼崎市テニス協会加盟員のいずれか。

・注意事項・・・・・① 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。
試合中のフェイスマスクは着用禁止

② 電話、FAX、郵送での受付や申込締め切り後の受付は致しません｡
③ 申し込み時､申込書に名前はフルネームで記入して下さい、記入の無い
場合は、申し込み出来ません。

・申込場所・・・・・・・・ 尼崎市東難波町３－１５－４

阪神テニスショップ
（受付時間 AM１０時～PM７時 ・ 火曜日定休日）

・申 込 締 切・・・・・・・・ 令和２年 ３月１３日 （金）

尼崎市テニス協会



令和元年10月10日

テニス協会加盟団体

大会参加者 各位様

いつもテニス協会の運営にご協力を頂きありがとうございます。

第 4７回尼崎市長杯シングルステニス競技大会は、過去の大会ドローを参考にした、各種目予

定日をお知らせいたします。

（注）

＊下記種目予定日は試合内容により,日にちに多少のズレが出る場合がありますので了承願います。

＊この予定日の日にちは指定できません。

（大会申込書には、日にち記載はできませんので、申込時注意願います。）

＊大会種目予定日＊

日 種目

１/13 男子Ｂ 男子５５才

１/19 男子Ｂ 男子５５才

１/26 男子Ｂ 男子５０才

2/ 2 男子Ｂ 男子５０才

2/ 9 男子Ｃ 男子６５才

2/11 男子Ｃ 女子４５才

2/16 女子Ｂ 女子Ｃ

2/23 女子Ｂ 女子Ｃ

3/ 1 男子Ａ 女子Ａ 男子６０才

3/ 8 男子Ａ 女子５０才 男子６０才

3/15 男子４５Ｂ 男子４５才

3/20 男子４５Ｂ 男子４５才

3/22 女子５５才（１回戦～F迄） 全種目ＳＦ・Ｆ

3/29 日程調整日

3／27 ジュニア 男子７０才以上 ＊9：00より開始

尼崎市テニス協会



表紙

第47回 尼崎市長杯シングルステニス選手権大会

主催 尼崎市テニス協会

主管 尼崎市体育協会

尼崎市教育委員会

協賛 ブリヂストン スポーツ（株）

会場 尼崎市記念公園テニスコート

日程 令和２年 1月13日～3月 29日 （14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．試合時間に遅れた選手は、キケンとします。

本部に出席を届けても、指示通りコートに入らなかったり、試合を勝手に中断した場合も

キケンとなります。

２．天候不良の時は、コートにて決定しますので、選手は集合のこと。

３．メンバーチェンジは一切認められません。

４．審判の方法はセルフジャッジとします。（当日の本部役員はレフェリーを兼ねます）

５．試合球はブリヂストン XT8を使用します。1試合に2個支給。
試合終了後、勝者はボールを本部に返却し、スコアーを報告すること。

6. 試合前の練習は、サービスのみとします。
7. 試合は、各クラスともすべて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とします。

Fは8ゲームプロセット（８－８タイブレーク ノーアドバンテージ方式とします）。

当日の役員がこの方法を変更することがあります。

8. 各試合の最終の選手は、コートを整備して引き上げること。
9. 選手の服装は、礼儀正しいテニスウエアーとする。
10. 顔全体を覆うフェイスマスクの着用は禁止します。
11. 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の試合中断は失格となります。
12. 各選手は体育館係員や協会役員の指示に従うようにしてください。
13. 試合中、会場内での事故やケガに関して、主催者や主管者は一切責任を負いません。
14 不明・詳細な点は、大会当日の本部役員まで、その他の日は事務局まで問い合わせてください。

事務局 06-6481-7857 阪神テニスショップ

協会ＨＰ http://amagasaki-tennis.com


