
（テニスの日）

第５５回 北九州クラブ対抗テニス大会ご案内

１ 主　　催  北九州市テニス連盟

２ 共　　催  北九州市、北九州市教育委員会（申請中）、(公財)北九州市スポーツ協会

３ 後　　援  福岡県テニス協会、毎日新聞社

４ 主　　管  北九州市テニス連盟

５ 期　　日  令和元年９月７日(土)、９月８日（日）  予備日:９月１４日(土) 

６ 会　　場  市立三萩野庭球場、桃園庭球場、若松庭球場、穴生ドーム 、浅生ＳＣ

７ 種　　目　 (1)　男子：1部、２部、３部Ａ・Ｂ、シニア（65才以上）Ａ・Ｂ

(２)　女子：1部、２部、３部Ａ・B、シニア（60才以上）Ａ・Ｂ

８ 参加資格 北九州市テニス連盟加盟団体であること、また、本年度提出名簿に氏名を記載している者に限る

（本年度の加盟人員数を把握するためクラブの全会員の氏名及び人員数を記入した名簿を提出

してください。本大会に参加しない団体も必ず名簿を提出してください）

シニアの部については、男子は1954年12月31日以前の出生者、女子は1959年12月31日

以前の出生者

９ 試合のポイント数及び方法

男子１、２、３部はシングルス１ポイント、ダブルス４ポイント　（11名まで登録可）

女子１、２、３部はシングルス１ポイント、ダブルス２ポイント　（７名まで登録可）

シニアは男女ともに３ダブルス　（8名まで登録可）

【注意】 ① 同一人が シングルスとダブルスに重複して出場することはできません

② 男子３部は、Ａ級１名またはＢ級２名まで登録できますが、いずれもダブルスにしか出場できません

③ 女子３部はB級１名まで登録できますが、ダブルスにしか出場できません。

④ 出場選手のクラス分けは13.項｢出場選手のクラス分け基準」に従って判断して下さい

(各クラス基準の適否は, 大会本部で判断し変更することがあります)

⑤ 試合方法は, 各種目の参加数によって決定します

⑥ 男女の１･２部 及び 男女３部Ａ･Ｂのクラスの分け方は男女１部及び

男女３部のトーナメントでの初戦敗者チームを、 男女２部及び男女３部Ｂとして、 

それぞれトーナメントを行います。

⑦ 昨年度 男子・女子３部Ａで優勝したチームは、原則１＆２部に出場してください。

⑧ 申し込み後のメンバーの変更に関するルールは、以下のとおりです。
大会期間中、メンバーの追加を含め２名／日まで可とします。また、一度取り消した人の再登録も

可とします。出場の他チームからの入替えは従来通りできません。

(もし同一の人が重複して申し込んだ場合は、その時点で本人は全て失格となります。また、

これによりメンバーが足りなくなるとそのチームも失格となりますので十分ご注意下さい｡)

10 試 合 球  　 ダンロップフォート

試合球は各チーム持ち寄りとし、新球を用意してください。ただし、 決勝戦のみ本部で用意します。

11 参 加 料 １チーム　男子5,000円、女子4,000円、シニア4,000円

郵便局から下記振替口座に振り込んで下さい

 口座番号　　０１７８０－５－３８５６８　　口座名称　　北九州市テニス連盟

必ず通信欄に大会名、種目名を記入してください

12 申込方法 (1)　申し込み締切日  ７月２９日(月)必着

(2)　申し込み手順

① 所定の用紙｢大会申込書｣ に参加者名を必ずフルネームで アイウエオ順に記入し、

「2019年度会員名簿」はクラブ全員の氏名･生年月を記入して申し込んでください。

(会員名簿に記載のない人は参加資格がありません)

令 和 1 年 7 月 3 日

北九州市テニス連盟

会 長 本 村 道 生



② 男子３部に出場するＡ、Ｂ級者及び女子３部に出場するＢ級者は必ず ｢Ａ･Ｂ級欄｣に

Ａ･Ｂのいずれかを記入してください。(判断は13.項を参照)

③ 参加料振込済みの領収証（払込取扱票のコピー）を同封してお申し込み下さい。

④ 同一クラスに複数のチームが出場する場合は、実力順にⅠ、Ⅱ、Ⅲで区分し、各加盟団体

の責任者名を記名してください。

⑤ 仮ドローが必要な場合、申し込みの際に 必ず返信用封筒【長形３号(12×23.5cm】)に９２円

切手貼付、宛名記入]を同封して下さい。返信用封筒のない場合は仮ドローの送付を

致しません。　ご注意下さい!!

 (3)　メールでの申込は、送付しました申込書に記入したファイルと、参加料振込済みの領収証を

スキャナーもしくはデジカメ（携帯のカメラ）で取り込んだ画像データの両方を添付してお申し

込みください（「受信」の返信メールを確認してください）。仮ドローは登録団体へはメールで

お送りしますが、個人での申込者は連盟ＨＰで確認してください。

送付先　：　tanakayoshi1969122@yahoo.co.jp

※(2)、(3)いずれの申し込み方法でも参加料は、原則、申込書送付日もしくは前日に

振込んでください。

(4)　電話及び口頭での申し込みは受付けません。

(5)　申込先

〒806-0061 北九州市八幡西区京良城町10-36-401　田中義之　方

北九州市テニス連盟　宛

(6)　問合せ先 北九州市テニス連盟　事務局

田中　電話：０８０－４２８２－３４６７　　　Ｆａｘ：０９３－６４１－２７４１

13 出場選手のクラス分け基準

      クラス分け基準は,下記のように設定します。なお 成績は過去３年間(本年度を含む)とします。

   　 (1).Ａクラス----下記のいずれかに該当する者

        ① 北九州テニストーナメント 　 Ａ級出場者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Ｂ級及び年令別３５才から50才に出場で

                                         ・  シングルス優勝及び準優勝者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・ ダブルス優勝者

 　    ② 北九州市テニス選手権大会    出場者

        ③ 北九州室内テニス選手権大会  出場者

       ④ ＪＯＰ取得者(一般)

    　 (2).Ｂクラス----下記のいずれかに該当する者

① 北九州テニストーナメント    Ｂ級出場者

                                        Ｃ級のシングルス優勝,準優勝者

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　     ダブルス優勝者

② 北九州市テニス新人王座大会 シングルスの優勝者, 準優勝者

                                        ダブルス優勝者                              

③ Ａ級でプレーしていた選手が５０才以上となり、本年を含む３年間Ａ級でプレーして

いない場合。ただし、６０才を超えたら「無印」とする。

14 その他 (1)　天候その他の理由により 大会要項の内容を変更することがあります。

(2)　締め切り後の棄権については参加料の返却は出来ません。

(3)　大会期間中における負傷、事故等について 応急処置のみとします。

(4)　服装はテニスウエアーを着用し、必ずテニスシューズを着用すること（男子は袖有り、

Ｔシャツは禁止）。

15 選手選考会及びドロー会議

令和元年８月３日(土) １３時から  （予定）



第５５回北九州クラブ対抗テニス大会申込書(男子）

【注意】　出場選手の氏名はアイウエオ順で記入してください

男子　１＆２部、３部 （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ａ・Ｂ級

男子　１＆２部、３部 （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ａ・Ｂ級

[注意] 　同一クラスに複数チームが参加する場合は強いチームから順にⅠ、Ⅱ、Ⅲで区別してください

令和　１ 年    月      日  参加料       　　　　　       円を添えて申し込みます。

団体名　： 責任者氏名：

連絡者名： 携帯電話番号：

連絡先住所： Tel.

各人の過去最高戦績（3部のみ）

各人の過去最高戦績（3部のみ）



第５５回北九州クラブ対抗テニス大会申込書(女子）

【注意】　出場選手の氏名はアイウエオ順で記入してください

女子　１＆２部、３部 （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ｂ級

女子　１＆２部、３部 （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ｂ級

[注意] 　同一クラスに複数チームが参加する場合は強いチームから順にⅠ、Ⅱ、Ⅲで区別してください

令和　１ 年    月      日  参加料       　　　　　       円を添えて申し込みます。

団体名　： 責任者氏名：

連絡者名： 携帯電話番号：

連絡先住所： Tel.

各人の過去最高戦績（3部のみ）

各人の過去最高戦績（3部のみ）



第５５回北九州クラブ対抗テニス大会申込書(シニア）

【注意】　出場選手の氏名はアイウエオ順で記入してください

男子・女子
団体名：

氏　　　　　　名 生年月

男子・女子
団体名：

氏　　　　　　名 生年月

[注意] 　同一クラスに複数チームが参加する場合は強いチームから順にⅠ、Ⅱ、Ⅲで区別してください

令和　１ 年    月      日  参加料       　　　　　       円を添えて申し込みます。

団体名　： 責任者氏名：

連絡者名： 携帯電話番号：

連絡先住所： Tel.

備　　　　　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　　　　　考



2019年度　会員名簿　（2019年　　月　　日現在） Ｎｏ.　　－　　　　＿

団体名　： 団体名の略称（５文字以内）　：

団体の所属区　： 区 人　員　数　：

代表者名　：

連絡者名　：

連絡先　： 自　宅 電　　　話

勤務先 携帯電話

№ 性別 氏　　　　名 生年月（西暦） № 性別 氏　　　　名 生年月（西暦）

1 年　　　月 26 年　　　月

2 年　　　月 27 年　　　月

3 年　　　月 28 年　　　月

4 年　　　月 29 年　　　月

5 年　　　月 30 年　　　月

6 年　　　月 31 年　　　月

7 年　　　月 32 年　　　月

8 年　　　月 33 年　　　月

9 年　　　月 34 年　　　月

10 年　　　月 35 年　　　月

11 年　　　月 36 年　　　月

12 年　　　月 37 年　　　月

13 年　　　月 38 年　　　月

14 年　　　月 39 年　　　月

15 年　　　月 40 年　　　月

16 年　　　月 41 年　　　月

17 年　　　月 42 年　　　月

18 年　　　月 43 年　　　月

19 年　　　月 44 年　　　月

20 年　　　月 45 年　　　月

21 年　　　月 46 年　　　月

22 年　　　月 47 年　　　月

23 年　　　月 48 年　　　月

24 年　　　月 49 年　　　月

25 年　　　月 50 年　　　月

（注　：　人数が多い場合は本紙をコピーしてください）


