第2１回西東京市硬式テニス協会杯シングルス大会要項
【主

催 】 西東京市硬式テニス協会

【日

時】

２０２２年４月２４日（日）、５月８日（日）、５月１５日（日） 予備日５月２２日（日）午前９時～午後５時

【会

場】

芝久保第二運動場テニスコート３面 （オムニ）、ひばりアム４面（オムニ）

下記日程表は、参加申し込み人数により変更されることがあります。
クラス
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予
予
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予 ①は、2回線まで ②は３回戦以降
〇
備
備
備
備
日
日
日
日
雨天の場合、左記表の日程を順次延期
〇
〇

【集合時間】 西東京市硬式テニス協会ホームページ上の仮ドローにて確認してください。
http://www.ntk-tennis.com/ （大会一週間前に掲載予定）
【種

目】 男子Ａ（上級、中上級）、男子B（中級）、男子C（初級、初中級）
男子Ｖ（６０歳以上。 ２０２２年１２月３１日現在６０歳以上であること）
女子Ａ（上級、中上級）、女子B（中級、初級）
※A・B・Cクラスは年齢制限なし。
※過去2回大会で、Bクラス（男女とも）又はＣクラス（男子）でベスト４に入った方はそれぞれ
上位クラス（ＡまたはＢ）へのエントリーとなります。

【参加資格】 西東京市市民であり（在勤可・必要によっては確認する）、西東京市硬式テニス協会の会員であること。
過去５年間に全日本選手権大会、国民体育大会、および全日本学生選手権大会に出場した方は
参加できません。また中学生は参加できません。
【競技規則】 日本テニス協会『JTAテニスルールブック』に準じます。
【試合方法】 競技日数は各クラスの参加人数により1日～2日となり、試合方法は参加人数により決定します。
使用球はダンロップフォート
【表

彰】 各種目とも１位、２位、３位

【会員登録】 未登録の方は、年会費１,５００円を３月１６日（水）までに下記口座へ振り込んでください。
※ 【申込期間】内に振込がない場合、申込は無効となります
郵便振替 ００１２０－１－６６１９７６ 西東京市硬式テニス協会
ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込みをする場合は
ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキュウ店） 当座 ０６６１９７６
西東京市硬式テニス協会（ニシトウキョウシコウシキテニスキョウカイ）
※ お支払いいただきました年会費は、いかなる理由があっても返却いたしません。
【参 加 費】 1,０００円（当日受付でお支払ください）
（※2021年度からの継続会員の方は無料とします）
【申込方法】 協会ＨＰの申し込みフォームからエントリーして下さい。（スマホからもエントリーできます。）
ＨＰからのエントリー不可の方は、別紙の申込書を下記宛先へ郵送して下さい。
（郵送先） 〒188-0012 西東京市南町６－５－４ 鵜澤 裕
（郵送受付開始日）
２月２４日（木）
【申込期間】 ２０２２年２月２１日(水）～３月２２日（水） （厳守願います）
【問合わせ先】 西東京市硬式テニス協会 理事

【そ の 他】

鵜澤 0８0-5676-5455 メール：tournament@ntk-tennis.com

Ａクラスの大会勝者は、東京都都民体育大会、来年２月の東京都市町村テニス大会 シン
グルスの部等の選考対象となります。

【注意事項】 １．参加者は受付時間までに受付を済ませて下さい。
２．エントリー後、申込締切日までに参加できなくなった方は、必ず連絡して下さい。
３．小雨決行。中止の場合はHPでお知らせします。不明の場合は会場でご確認下さい。
４．初日が中止の場合、2日目に順延となります。
４．駐車場はありません（路上駐車、他施設への駐車は厳禁）
５．当大会は保険に加入していません。保険は各自でお願いします。

第２１回シングルス大会申込書 兼入会届

(2022年）

●参加クラス： 男子A ・ 男子Ｂ ・ 男子C ・ 男子V ・ 女子A ・ 女子B
フリガナ

名前

住所

・ 年齢

電話番号

（いずれかに○印）

所属

〒

・メールアドレス（PCメールを受け取れるアドレス）

年齢＿＿＿＿才
■戦績（当大会 昨年）

■在勤の方は、勤務先名と勤務先住所
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■戦績（当大会 一昨年）

■在勤の方は、勤務先名と勤務先住所

★ HPからエントリーできない場合のみご使用ください。
☆ 申込書は2枚ありますが、1枚は予備です。切り取って封書で郵送して下さい。
☆ 会員区分は下記の通りとなります。
・協会員：今年度会費を支払い済みの方 もしくは 昨年度会員の方（昨年末に継続案内が届いている方）
・新入会：新規入会の方（過去に登録していた方）
☆ 同じグループの人と初戦対戦することを避けたい方は、所属を記入して下さい。（所属は主たるものを1ヵ所のみ）
未記入の場合、仲間同士での初戦対戦になることがありますが、ドローの変更はできません。
☆ 戦績は、クラスと結果を記入して下さい。（（例）Aクラス3回戦、Bクラスベスト８、Ｃクラス準優勝）
戦績があっても、未記入の場合はシードがつかない事があります。その場合でもドローの変更はできません。
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【シングルス大会

連絡・注意事項】

■受付時間までに受付を済ませて下さい。
■参加費：1,000円 当日、受付にてお支払いください。
（※2021年度からの継続会員の方は無料とします）
■小雨決行。雨天等中止の場合は、西東京硬式テニス協会のHP「お知らせブログ」に掲載します。
不明の場合は会場でご 確認ください。
■試合形式： 6ゲーム先取・ノーアド。決勝のみ1セットマッチ・ノーアド・6-6タイブレーク。
ただし当日の天候等で変更になる場合があります。
練習は、サーブ4本とする。
■試合進行にあたっては、下記事項を遵守願います。
(1) ポイントとポイントの間は、20秒以内とする。 エンドの交代は、90秒以内とする。
(2) フェイスマスクの着用はコロナ感染対策として、相手チームの了解を受け着用してください。
■コートの場所がわからない方は、西東京市硬式テニス協会HPのリンクページをご覧ください。
駐車場は使用できません。公共交通機関、自転車または徒歩にてご来場ください。
http://www.ntk-tennis.com/link.htm

■控え入り から 結果報告 までの流れ
（１）控えに入ったか確認をする。 控えに入っても受付で呼び出しはしません。
随時、進行ボードを確認し、下段「次の試合（控え）」に自分の名前の対戦カードがあるか確認する。
（２）控えに入ったらドロー番号の若い方が、受付でボールを受けとる。
ただし、スムーズな進行のため気づいた方が受け取ってもよい。
（３）コートの外で待機し、前の試合が終わったら速やかにコートに入る。
（４）勝者がボールを受付に返却し、試合結果を報告する。
１）進行ボードから自分の対戦カードをとる。
２）自分のカードの下段「次の試合（控え）」にあるカードを上段の「試合中」の欄に移動する。
３）自分の対戦カードに、赤鉛筆で試合結果を書き込む。
■対戦カードへの結果の書き方
（１）佐藤さんが６－３で勝った場合
１）勝者の名前を赤〇で囲む。
２）勝者のスコアを先に書く。

田中
６

佐藤

-

３

（２）山田さんが６－６タイブレークを１０－８で勝った場合
１）勝者の名前を赤〇で囲む。
２）勝者のスコアを先に書き、敗者のスコア
の後に（ ）をつけて敗者のポイントを書く。

山田

白鳥

7 - 6（8）

令和２年６月１日施行

西東京市スポーツ・運動施設【屋外施設】をご利用の皆様へ
この度、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、政府による緊急事態宣言発令に伴い、実施しておりまし

た臨時休館ですが、宣言解除により令和2 年6 月1 日（月）より屋外施設の利用を再開いたします。
再開にあたり、引き続き感染予防のため、下記の対応をさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

【スポーツ・運動施設における新型コロナウィルス感染防止対策】
・当日の利用前に体温を測定し、発熱の有無を確認してください。
・以下に該当する場合は、施設を利用しないでください。
・発熱がある場合
・体調がすぐれない場合（例：咳、咽頭痛、味覚障害等の症状等）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合
・入国制限、観察期間等がある海外から2 週間以内の帰国した場合
（当該者と濃厚接触した場合も含む）
・マスクを持参し、プレー中以外は着用してください。（対戦相手に了解された場合は、着用を可能とします。）

（競技中は自己判断としますが、可能な範囲で着用してください）
・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をおこなってください。
・他の利用者やスタッフと出来るだけ２ｍ以上の距離を確保してください。
（介助等を除く）
・大声での会話、応援等をしないでください。
・施設内での利用前後の待機・ミーティング等はご遠慮ください。
・代表者は当日の利用者の名簿を作成し、少なくとも1 ヵ月は保管してください。
・対外試合はおこなわないでください。
・休憩スペース・ベンチは２ｍ以上間隔を空けてください。
・芝久保第二運動場の更衣室及びシャワー室は原則利用不可とします。
・ボール、ラケット、ウェア、シューズ、タオルのレンタルは当面の間、実施しません。
・利用前に代表者が【西東京市スポーツ施設利用時の新型コロナウィルス感染防止対策チェックシート】を
記入し、スタッフへ提出してください。
・利用時間以外での不要の施設への立ち入りはご遠慮ください。
・その他、施設管理者が定めた措置の遵守、指示に従ってください。
※今後の感染状況によっては予告なく内容の変更、利用中止をする場合がございます。
予め、ご了承くださいませ。
西東京市スポーツ・運動施設 指定管理者 東京ドームグループ

