
第 23回 県民総合体育大会
平成 22年 度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
兼ダンロップ トーナメン ト関東大会埼玉県予選会

(ベテラン」OP対 象大会 グ レー ドE2)

埼玉県テニス協会

【要項1】

申込方法

① 要項をよく読み、所定の申込用紙 (コピー可。A4サ イズ)に 必要事項を記入の上、

払込請求書兼受領証のコピー又は原票を添付 して郵送 して下さい。

なお、申込用紙は埼玉県テニス協会HPよ リダウンロー ドできます。[http:〃sta.kinet.jp/]

ダブルスの申込書は、 1組 1枚 です。

大会参加費用は、ゆうちよ銀行または郵便局に備え付けの払込取扱票にてお支払い下さい。

上記以外の方法での申し込み (電話 ・FAX等 )は 受け付けません。申し込みは条件を満たし

た書類全てが届いて初めて完了となります。

送金先
口座番号 00110-1-484226

加入者名 埼 玉県テニス協会

通信欄  出 場種 目。選手名

②

③

④

2 . 申込 先

3.申 込締切 日

4.ド ロー会議

5,ド ロー発表

6.注 意事項

〒330‐0042 さ いたま市浦和区木崎 2-29-15

埼玉県テニス協会 「ベテラン担当」宛

平成 22年 9月 8日 (水)17:00必 着 (直接持参の申込みは受け付けません)

平成 22年 9月 21日 (火)10時 からの予定

平成 22年 9月 28日 (火)の予定

埼玉県テニス協会のHPに 掲載及び希望者へ仮刷 り発送予定。

仮刷 りを希望する場合は返信用封筒 (サイス
゛
33×24c m以 上の大きさ)に 本人

宛の住所を記入 し、140円切手を貼つて同封 してください。

①参加選手は日本テニス協会ベテランアマチュア選手登録の必要はありませんが、

本戦になつた方は、次回 (春季)、次々回 (秋季)大 会には選手登録 しないと

参加できません。

② 日本テニス協会ベテランアマチュア選手登録は、大会申込締切 日前までに平成

22年 度の登録を行えば、当大会より」OPポ イン トが付きます。

③今大会は全種目予選 。本戦で行います。本戦の ドロー数は参加人員により異な

ります。予選には 」OPポ イン トは付きません。なお、申し込み数が 3組 以上

の種 目は、実施 します。

④シングルス、ダブルスとも出場する場合、年齢の異なる種 目には申し込めませ

スノ。

⑤本大会は」OP対 象大会です。8月発表のJOPポ イン トを必ず記入 して下さい。

」OPポ イン トでシー ドされます。

」OPポ イン トは 「http://wwπjta‐tennis.or.jp/ranking/」より確認出来ます。

⑥45歳 以上男子ダブルスの優勝者は、ダンロップ トーナメン ト関東大会へ出場で

きます。但 し、埼玉県に在住又は在勤で日本テニス協会ベテランアマチュア選

手登録者に限 ります。

⑦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、又天候等悪

条件下で実施 されることがあります。

③ダブルエン トリーについて

」OPラ ンキング対象大会と、 JOPラ ンキング対象外大会ではダブルエン

トリーの対象とはなりません。 」OPラ ンキング対象外大会に出場を申し込

みしたプレーヤーは、県主催大会を優先出場しないとペナルティとなります。

又、」OPラ ンキング対象外大会の主催者の了解が必要です。

⑨欠席の連絡はFAXを 必ずしてください。無届けはペナルティの対象となりま

す。(電話での連絡は受け付けません)

【埼玉県テニス協会  FAX 048‐ 823‐9340】



【要項2】

本大会はワンコイン制度の対象大会です。

参加にあたり参加料とは別途、ワンコイン制度負担金 100円 をお願いします。

(ベテラン」OP対 象大会 グ レー ドE2)

1.大 会 日程
1 0月16日 (土) 男子単と女子複 予選 。本戦

10月 17日 (日) 男子複 と女子単

10月23日 (土) 男子単と女子複 本 戦

10月 24日 (日) 男子複 と女子単

10月 30日 (土) 男子単と女子複

10月 31日 (日) 男子複 と女子単

1 1 月 6 日( 土) 男子単と女子複

H月 7日 (日) 男子複 と女子単

天候事情により全種目中止の場合

10月 16日 (D→ 23日 (■D→30日 (D→ 11月 6日 (ID

10月 17日 (日)→24日 (日)→31日 (日)→11月 7日 (日)
*エ ン トリー数によつて、日程の変更があります。

2.会 場   大 官第二公園庭球場 (砂入 り人工芝コー ト)

3 . 種目

種 目 男子 女子

35歳 以上 (1975年 12月 31日以前に出生の方) 【単 複】 【***】

40歳 以上(1970年 12月 31日 以前に出生の方) 【単・複】 【単・複】
45歳 以上(1965年 12月 31日 以前に出生の方) 【単`複】 【単・複】
50歳 以上(1960年 12月 31日 以前に出生の方) 【単・複】 【単 複】

55歳 以上 (1955年 12月 31日以前に出生の方) 【単・複】 【単・複】
60歳 以上(1950年 12月 31日 以前に出生の方) 【単・複】 【単・複】
65歳 以上(1945年 12月 31日 以前に出生の方) 【単・複】 【単 複】

70歳 以上(1940年 12月 31日 以前に出生の方) 【単 複】 【単 複】

75歳 以上(1935年 12月 31日 以前に出生の方) 【単。複】 【***】

4.試 合方法 予 選 1セ ットマッチ  [6ゲ ームオール(タ イブレーク方式]

本戦3セ ットマッチ  [マ ッチタイブレーク(7ポイント)方式]

(ファイナルセットはタイブレーク(7ポイント)です)

5,参 加費用 ①  4,000円 (賠償保険料込)[参 加料 3,900円+ワ ンコイン制度負担金 100円]

② 本 戦出場者は、試合当日1,000円を徴収します。

6.参 加資格 埼 玉県テニス協会の会員であること。(埼玉県内の郡市テニス協会に登録している者)

7.使 用球  ダ ンロップ ・フォー トイエロー

問い合わせ先  埼 玉県テニス協会 (月 。水 ・金  AIM10:00～ PM4:00)

TEL  048‐ 823‐9339

FAX  048‐ 823‐9340



埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会 申込書 [シングルスコ

禁暮倉雲峯集≦菓璧乙編圭L夕仝轟蛋≧喜肱ず添付してください。添付していないと受付け出来ません。

選手登録番号の所持者は

2010年 度ベテランアマチュア選手率録証

又は」■へへの登録料払込受領証

のコピーをここに貝占り付けてくださぃ

安込種_早(申込み種 目を○で囲んでくださぃ)

70歳以上 75歳以上

45歳以上 50歳以上 55歳以上

」TA選 手登録番号

」OPポ イント記入欄

生年月 日(西暦)

加盟郡市協会名

連 絡 先

【注意事項】

よ隊鰺 認 識 雪詮堀計。
躍

m“Ю輛ん警Mで確認でき卦→

振替払込請求書兼受領証の
コピーあるいは原票をここに員占り付けてくださぃ



埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会 申込書 [ダブルスコ
*本大会要項を必ず確認の上、記入してください。
*振替払込請求書兼受領証のコピー又は原票を必ず添付してください。添付していないと受付け出来ません。
*ダブルスの申込書は1組1枚です。

選手登録番号の所持者は

2010年 度ベテランアマチュア選手登録証

又は」TAへ の登録料払込受領証

のコピーをここに貝占り付けてください

選手登録番号の所持者は

2010年 度ベテランアマチュア選手登録証

又は」TAへ の登録料払込受領証

のコピーをここに貝占り付けてください

選手A 選手B

【注意事項】
①ドローには加盟郡市協会名を表示します。登録している郡市テニス協会を正確に記入して下さい。
②JTA選手登録番号及びJOPポイントの両方を記載していない場合、JOPポイントはO点とみなします。

00Pポイントは日本テニス協会HP「http:〃Ⅶw.jta―tennお.or.ゎ/rankhg/」で確認できます)
③」OPポイントは、シングルスとダブルスは別ポイントです。

振替払込請求書兼受領証の
コピーあるいは原票をここに貼り付けてください

申込種 日(申込み種 目を○で囲んでください)

男子 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上

女子 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上

選手A 選手B

JTA選手登録番号

」OPポ イント(ダブルス)記入欄 歳以上 ポイント 歳以上 ポイント

フ リ ガ ナ

氏 名

生年月 日(西暦) 西暦 19  年   月    日  生 西暦 19  年   月    日 生

加盟郡市協会名

連絡先
住  所

一Ｔ 一Ｔ

電話番号


