
      
 
 

2019 年度さいたま市民テニス選手権 
  日本商業開発（株）ベテラン JOP 対象大会・埼玉県テニス協会承認大会 

 

Ｂ・Ｃクラス優秀選手決定戦 

(仮ドロー) 
      

期 日：  １月２５日（土） 

               ２６日（日） 

             ２月  ２日（日）  

                 ８日（土） 

                ９日（日）（残り試合） 

               １５日（土）（予備日） 

 

     

会  場：天沼テニス公園・岩槻文化公園 

堀崎公園（砂入り人工芝コート） 

 

       

 

 

 

 

 

 

主催・主管：さいたま市テニス協会 

協 賛：ラケットショップ キャビン 

         

 

さいたま市テニス協会ＨＰ 

http://www.saitamacityta.jp  



 

【大会役員】  

大会会長      関 久治 

大会副会長     江連光洋 

ディレクター    小林一幸 

レフェリー     春日孝子 

アシスタントレフェリー 高橋秀幸 

及び運営     冨永純子・矢部憲道・清水宏明・大立目敬子・前田雅代・長南新一・小川良子 

藤田都子・皆元武子・猪塚育代・琴野真樹子・村井芳昭・前田雅代・小島宏明 

橋本建次・吉村哲成・粂川裕子・田中佐智子・河村直美・川島善行 

【試合規則】  

1.時間厳守   指定時間に遅れた場合は棄権とする。(プレーができる服装で出席を届けること) 

2.服装     テニスウエア・テニスシューズを着用  

3.試合方法   トーナメント方式（一部リーグ戦） 

１セットマッチ ６ゲームオール７Ｐタイブレークゲーム方式 

※選手権は３位決定戦を実施する。 

4.審判方法   セルフジャッジ 

5.結果報告   試合終了後、勝者が速やかに記入したスコアカードとボールを本部に届ける。 

6.使用球    ダンロップ フォート イエロー 

7.ウォームアップ サービス４本 

8.連続的プレー ①トスはウォームアップ前に行い、ウォームアップ終了後直ちに試合を開始。 

②ポイント間は 20 秒以内、エンド交代は 60 秒以内。 

③第１ゲーム終了後とタイブレーク中は休憩無しでエンド交代。 

９.その他の規則 原則として日本テニス協会規則に準ずる。 

10．2020 年度埼玉県春季大会推薦枠 選手権一般男女各 単８人、複８組（best16 以上対象）  

2020 年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会本戦 WC 男女単複優勝者 

但し、埼玉県内在住・在勤の S 登録者に限る。 

11．2020 年度都市対抗南部地区大会代表選手 下記種目上位者を選考対象とする。 

  一般男女単複、ベテラン男女複(45 才以上)、ベテラン男子複(55 才以上) 計７種目 

  但し、さいたま市在住・在勤者に限る。 

12.表彰対象 

選手権 全種目 １位 ２位 ３位 

優秀選手決定戦 全種目 １位 ２位 ３位×２ 

１．雨天等により、試合実施が不明の場合は定刻までに会場へ来て、レフェリーの指示を受けること。 

２．不慮の事故、障害について当協会は一切責任を負いません。万全の体調で試合にお臨み下さい。 

(参加者全員傷害保険に加入済み。必要になった方は大会本部に) 

３．天沼会場は場内放送の聞こえる場所で待機。堀崎会場はオーダーオブプレーで本部前に掲示。 

公園内はテニスの練習は禁止、喫煙は中央階段下のみ。 

４．ゴミは全て各自お持ち帰り下さい。  

５．駐車台数に制限有り､駐車は大会役員の指示に従ってください。 
【問い合わせ先】（各管理事務所に大会に関する問い合せ禁止） 
・テニス協会事務局（ラケットショップ キャビン） TEL：048-643-5865 （AM10:00～PM8:00） 

・大会担当：清水 宏明   TEL:080-2676-6747 (PM8:00～PM9:00) 
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岩槻
選：ベテラン男複
45.55-（F)          50-
(3R)

堀崎
選：ベテラン男女複
男60-(F)
女45.50.55.65-(Ｆ)
　

日程・受付締切時間

選手権 優秀選手決定戦

一般男子 一般女子 ベテラン男子 ベテラン女子 男子 女子

堀崎
選：一般男女単複-(F)
選：ベテラン男単
　　45.50.55-(F）
　べテラン男複50-(Ｆ）

受付
締切
時間

　２/９（土）・1５(土)　残り試合及び予備日

＜雨天等で１日中止の日付変更＞＊途中又は２日以上中止は再設定し、ＨＰで確認お願いします。
　
天沼：1/25→2/2天沼（男べ単50）・2/9岩槻（男べ単45.60.65）・2/9堀崎（男ベ単70.75,女べ単）
　　：2/2→2/9岩槻（一般男単・男べ55単）・堀崎（一般女単）
　　：2/8→2/9岩槻（一般男複.男べ複65.75）・堀崎（一般女複）
堀崎：1/25→2/8天沼（男B単）・堀崎（男C単）・岩槻（女BC単）
　　：1/26→2/8堀崎（男C複）・岩槻(男B複)・天沼（女BC複）
　　：2/8.9→2/15天沼
岩槻：2/8→2/15天沼

※集合時間はHPで確認してください。
※2/2.8の男子一般単複が延期になった場合2/9の岩槻会場になるため、2/9堀崎で予定している男一般単複の残り試合の会場が岩槻に変更になる場合があります。

日付

1/25
(土)

1/26
(日)

2/2
(日)

2/8
(土)

2/9
(日)

会場
種目
選：選手権
優：優秀選手決定戦
最終R(Fは決勝）

天沼
選：ベテラン男単
45.50-（3R)
60.65.70.75-（F)
選：ベテラン女単
50.55-（F)

堀崎
優：男BC単-（F)
　　女BC単-（F)

堀崎
優：男女BC複-（F)

天沼
選：一般男女単-(4R)
選：ベテラン男単
55-（3R)

天沼
選：一般男・女複-(4R)
選：ベテラン男複
65.70.75-（F)



大会注意事項 

１．雨天等により、試合実施が不明の場合は定刻までに会場へ来て、レフェリーの指示を受けること。 

２．各管理事務所に大会に関する問い合せは禁止します。 

３．不慮の事故、障害について当協会は一切責任を負いません。万全の体調で試合にお臨み下さい。      

(参加者全員傷害保険に加入済み。必要になった方は大会本部に) 

４．場内放送の聞こえる場所で待機して下さい。（除く堀崎） 

５．ビデオ撮影は、相手選手の許可を得てコートの外からのみです。 

６．全ての会場でテニスの練習は禁止です。 

７．喫煙は指定された場所でお願いします。（天沼､堀崎､元町） 

８．ゴミは全て各自お持ち帰り下さい。  

 

堀崎公園（砂入り人工芝） 

1 駐車場は正門入口左側と第２駐車場、駐車台数に制限有り､役員にお声を掛けて下さい。 

2 大会本部は公園管理事務所棟 左脇に設置します。 

3 試合観戦､応援は芝生内で､コート沿い通路では禁止です。 

（ウォーキング､ジョギングの妨げにならないように｡） 

4 マイク使用禁止の為､オーダーオブプレー方式を採用します。 （分からない点は本部まで） 

①大会本部脇の白板に各コートの現在の試合と次の試合を表示します。 

②自分の名前が表示され試合コートの確認が出来たら､大会本部に届け出てボール又はスコア用紙 

 を受け取り試合コート近くで待機。 

③待機選手は試合終了を確認し､速やかにコートに入り､サービス練習後､試合を開始します。 

天沼テニス公園（砂入り人工芝） 

駐車場について、 

① 駐車台数に制限有り、防災センター駐車場は協会駐車カードが必要であり、大会役員から指示

を受けてください。 

  ② １日の試合消化数が多いため､試合の済んだ方は次に来る選手の為に､駐車場をお空け下さい。 

岩槻文化公園（砂入り人工芝） 

１ 駐車場は８：３０から使用可能。 

２ 大会本部は壁打コート前に設置します。 

３ 当日出場選手の壁打コート使用禁止です。 

浦和総合運動場(元町コート・砂入り人工芝） 

駐車場は隣接する野球場と共通で､テニス専用は非常に少ないです｡車での来場を控え、 

公共の交通機関等を利用し､受付締切時間に余裕を見て､お越し下さい。（コート開門 8：30） 

荒川総合運動公園（南・北コート クレーコート） 

１ 河川敷クレーコートの為､台風､長雨での冠水や前日の雨等で使用出来ないことがあります。 

２ 公園管理者が当日のコート状態､天候を考慮し、「使用可能か」を判断する場合もあります。 

３ 試合実施が不明の場合は公園管理事務所前に大会開催情報を掲示しますので、確認してください。 

 




