
第５６回北九州クラブ対抗テニス大会の開催について

　令和２年度は７月までに開催予定の連盟主催の大会すべてを中止し、やっと９月になって中止した

クラブ対抗、市民体育祭等の大会日程を利用して第６６回北九州テニストーナメントを開催しました。

　しかし、２月の年令別ミックス団体戦につきましては「団体戦」ということで中止せざるを得ませんでした。

　令和３年度に入ってからは市営の庭球場が閉鎖されていた５月のレディスフェスティバルテニス大会を

中止したのみで他の大会は市のご理解とご協力も得て何とか開催してまいりました。

　このような状況を鑑みまして、９月１１，１２日予定の標記大会を開催する方向で準備を進めてまいり

ますが、あくまで、新型コロナウイルス感染の状況次第では中止決定を決断しなければいけない事態も

あることを前提として開催の準備を始めるということです。

　また、開催実現のためには参加団体の方々に以下のような様々のご協力をいただかなければなり

ません。大会の開催・運営は連盟と参加者とのコラボによって成立するということをご理解いただき、

よろしくご協力をお願いします。

〇 申込

今大会は桃園庭球場が使用できないことおよび浅生ＳＣがワクチン接種会場となり使用できなく

なったために、試合数を低減する必要がありますので、いずれかの種目を決めて（原則は前回実績）

申込んでください。

従来のように初戦の結果で種目のクラス分けをするという方法はとりません。

〇 参加料の振込

仮ドローが公開されましたら、その後すみやかに納入してください。

〇 大会当日エントリー時

チームとして「出場同意書」を提出して、メンバー変更届出用紙、オーダー票を受け取ってください。

〇 運営本部への出入り

エントリー時や必要な帳票の受渡時の監督（代理も含む）のみとし、一時期一人の入室とします。

次の方は室外で待機してください。

本部代表者の携帯番号をお知らせしますので、電話で済ませられる連絡は電話でお願いします。

　試合結果報告、勝ち残った際の次の試合時間の問い合わせ等

〇 試合開始時の挨拶

マスクを着用して２列で整列する等、ソーシャルディスタンスを確保したうえであいさつを交わし、

オーダー票を交換してください。

〇 試合中の観戦・応援

ソーシャルディスタンスを十分確保することを心掛けたうえでコ-ト後方で応援・観戦を行ってください。

試合結果報告は勝者側のチームの方が間違いなく本部へ連絡してください。

〇 対戦終了後

敗者チームは速やかに会場から退去いただき、勝者チームは次の試合の時間を確認したうえで、

庭球場外で待機してください。

※ クラブメンバーの協力が得られない等、チームメンバーのコントロールが難しい場合は参加申込を

見送っていただいて結構です。



１ 主　　催  北九州市テニス連盟

２ 共　　催  北九州市、(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３年９月１１日(土)、９月１２日（日）  予備日:９月１９日(日) 

６ 会　　場  市立三萩野庭球場、若松庭球場、穴生ドーム 

７ 種　　目　 (1)　男子：1部、２部、３部Ａ・Ｂ、シニア（65才以上）

(２)　女子：1部、２部、３部Ａ・B、シニア（60才以上）

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1956年12月31日以前の出生者、女子は1961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 令和元年度 男子・女子２部で優勝したチームは原則１部に、男子・女子３部Ａで優勝したチームは、

原則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

仮ドローが公開された後、ゆうちょの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

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日

北九州市テニス連盟

会 長 本 村 道 生

第５６回 北九州クラブ対抗テニス大会ご案内



１２ 申込方法 (1)　申し込み締切日  ７月２６日(月)必着

(2)　申し込み手順

今回は添付の「開催について」を熟読され、出場種目を決めて（原則前回の実績）

申込んでください。

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、

「令和２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)

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 参加料は開催決定後、所定の口座に振り込んでください。

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 仮ドローの郵送はしませんので、連盟のＨＰで確認してください。

 (3)　メールでの申込は、送付しました申込書に記入したExcelファイルを添付して申込んでください。

「受信」の返信メールを確認してください。メールで申込まれた登録団体へは仮ドローをメールで

お送りします。

送付先　：　tanakayoshi1969122@yahoo.co.jp

(4)　電話・ＦＡＸ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)　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。

(3)　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（Ｔシャツは禁止）。

１５ 選手選考会及びドロー会議

令和３年８月７日(土) １３時から  （予定）



第５６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部、２部、３部Ａ、３部Ｂ （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ａ・Ｂ級

男子　１部、２部、３部Ａ、３部Ｂ （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　３年    月      日  参加料       　　　　　　　円は仮ドロー公開後振込みます。

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５６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部、２部、３部Ａ、３部Ｂ （出場種目を○で囲んでください）

団体名：

氏　　　　　　名 Ｂ級

女子　１部、２部、３部Ａ、３部Ｂ （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　３年    月      日  参加料       　　　　　　　円は仮ドロー公開後振込みます。

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５６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　３年    月      日  参加料       　　　　　　　円は仮ドロー公開後振込みます。

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



令和３年年度　会員名簿　（令和３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）


