
【重  要】 

大会参加の皆様へ 
 

 

秋季大会より 

参加費の振込先が変わりました！ 

 

 

埼玉りそな銀行      浦和中央支店 

口座番号       普通 5744139 

加入者名  サイタマシテニスキョウカイ 

 

 

※今迄の岩槻支店の口座は閉鎖されました。 

 

 



                                                    

２０２２年６月８日 
さいたま市テニス協会競技部 

 

大会会場におけるマスクの着用について 
2022 年 5 月 23 日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改訂があり、マスク着用

の考え方が明確化されました。これを受け、当協会では大会会場におけるマスクの着用について、次

のとおりとしましたので、選手の皆様の御協力をお願いします。 

 
参考 
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（2022/5/23 改訂）」のマスク着用の考え方 
〇マスク着用は従来同様、基本的な感染防止対策として重要です。 
〇屋外では、人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できる場合や、距離が確保できなくても、会話をほ

とんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。 
〇屋外であっても、近い距離で会話をする場合、歓声などの大声を出す場合は、引き続き、マスクの

着用を推奨すること。 
〇夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記のマスクを着用する必要はない場面で

は、マスクを外していただくことを推奨すること。 
 
 

 ２０２１年１月１２日 
さいたま市テニス協会競技部 

 

さいたま市テニス協会におけるテニス大会開催の新スタイル 
 
２０２１年１月７日、埼玉県を含む首都圏の 1 都 3 県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。今回の宣言は、これまでの知見（感染経路の分析など）

を踏まえ、感染リスクの高い飲食につながる人の流れを制限することに絞って、効果的・重点的な対

策を徹底することとされています。 
当協会では、これまで「さいたま市テニス協会におけるテニス大会開催の新スタイル（２０２０年

６月２５日公表）」に沿って大会を実施してきましたが、この度の緊急事態宣言に合わせて、「（公財）

日本テニス協会ガイドライン※下記注１」を参考にした改訂を行いました。 
テニスは人と人の社会的距離が確保できる競技ですので、新型コロナウイルス感染防止のルールを

守ってプレーすれば感染リスクが低いスポーツと言えます。 
選手、施設管理者等の関係者の皆様の協力のもとに、徹底した感染防止対策を講じることにより、

今後協会が開催する大会に、選手が安心して出場しテニスの楽しさが実感できることを目指していき

ます。 
 
【参加者に守っていただくこと】 
感染拡大防止のために下記事項を順守してください。順守できない場合は、参加の取り消しや途中

退場を求めることがあります。 

大会会場においては、従来どおりマスクの着用をお願いします。 
気温・湿度が高くなる季節については、熱中症予防の観点から、「身体的距離（2ｍ

以上を目安）が確保できる場合」、「会話をほとんど行わない場合」は、マスクを外すこ

とを推奨します。 



１ 次の事項に該当する選手は、自主的に参加を見合わせる。 
（１）体調がよくない場合 

①３７．５度以上の発熱がある場合、又は平熱比１度超過（試合当日の朝、自分で検温する） 
②息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさや軽度であっても咳や咽頭痛などの症状がある場合 

（２）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
（３）過去 14 日以内に、感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合 
２ マスクを持参し、試合を行っていない時はマスクを着用する 
  （熱中症予防行動の必要がある場合は、屋外で人と十分な距離（少なくとも 2ｍ以上）が確保で

きる場合にはマスクを外す） 
３ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施する。 
４ 他の参加者、 主催者スタッフ等との距離（約２ｍ（ 低１ m ））を確保する。 
５ 大きな声で会話、応援等をしない。 
６ 選手以外の方は来場を自粛する。 
７ 試合開始前の挨拶、トスはネットから１ｍ以上離れる。また試合終了後は握手せずお辞儀だけに

する。 
８ 勝者は口頭で本部に届け出る。 
９ 自分の試合が終了した選手は、速やかに会場から退場する。 
 
【協会が実施すること】 
１ 受付窓口に手指消毒剤を設置し検温を実施します。 
２ 受付等の人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽します。 
３ 受付での書面の記入や現金の授受等を避けます。 
４ 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は参加しないように呼び掛けます。 
５ ベンチの数を減らし、受付等で選手が並ぶ場合は密集しないように呼び掛けます。 
６ 運営委員はマスクを着用します。 
７ 大会本部は換気を励行します。 

８ 各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認します。 
９ 参加者の順守事項を大会本部に掲示します。 
10 各会場での試合数の縮減と集合時間の分散を行います。 
 

（注１） 

作成に当たり、中央競技団体のガイドライン等（下記）を参考にしました。今後、ガイドラインの

変更や地域の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて見直しを行ってまいります。 
・スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン[（公財）日本スポーツ協会]  
・社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン [スポーツ庁] 
・安全・安心テニスの心得[（公財）日本テニス協会] 
・新型コロナウイルス感染症対策移行期間でのステップ別ＪＴＡテニストーナメント再開ガイドライ

ン（2020.11.11 改訂）（公財）日本テニス協会 
・市民利用の公園スポーツ施設の一部利用再開について[令和 2 年 6 月 3 日付け都都計都公第 1052 号

市長名通知] 
 
（注２） 
・大会会場の個別事情や天候等により記載事項のとおり実施することができない場合があります。こ

の場合も、代替方法を実施して感染拡大防止に努めてまいります。 
・各大会別、各会場別に感染防止対策を定めた場合は別途、ＨＰで公表します。 
 
初版  ２０２０年６月２５日 作成 
第２版 ２０２１年１月１２日 改訂 

 第３版 ２０２２年６月 ８日 マスク着用を追加 



２０２２年度　さいたま市民テニス大会　【団体戦】 要項

1. 主　　　　　催： さいたま市テニス協会　　　　

2. 会　　　　　場： 西遊馬運動公園テニスコート（ハード）、荒川総合運動公園テニスコート（クレー）　南側、北側

3. 種目と参加資格： ２０２２年度当協会の会員である事。詳細は大会参加資格細則を参照して下さい。　

参　加　資　格

補　足　事　項

 当協会の複クラス A、B、C の方
 県大会一般単・複出場者・有資格者も参加可

男・女　Ｂクラス Ｓ T B C 中級者 当協会の複クラス B、C の方

男・女　Ｃクラス Ｓ T C 初級者 当協会の複クラス C の方

男・女５０歳以上 Ｓ T

男・女６０歳以上 Ｓ T

男・女７０歳以上 Ｓ T

（1）チーム編成

　　①　同一登録団体員編成の「複」３組で１チームとし、申込は６～１２名とする。

　 大会当日何らかの事情で４～５名での参加になった場合、試合には参加できるが第３試合を棄権とする。

　　②　同一登録団体から複数チームの参加可。（チーム名は区別できるようにすること。）

　　１人、１種目、１チームに限定。重複しての参加はできない。

　　③　チームの代表者を決めておくこと。大会当日、試合方法の説明を行います。　

（2）各種目とも、申込が３ドロー（組）以上で試合を実施します。不成立の場合は、申込者に連絡します。

4. 日　　　　　程：

5. 試　合　方　法： トーナメント方式 〔１セットマッチ　6-6タイブレーク（7P）ノーアドバンテージ方式 〕

　

ダブルス３試合（初戦のみ３試合、以降２勝した時点で終了。）

6. 審　判　方　法： セルフジャッジ方式

7. 使  　用　  球： ヨネックス　ツアープラチナム

8. 申　込　期　間： ２０２２年８月２３日～９月１３日

9. 参  　加 　 費： ６,０００円　（傷害保険料込み）　・申込後の返金はしません。　　　

10. 申　込　方　法：  (1)大会申込Webシステム「彩Tomas」で申し込んで下さい。協会HPからログインできます。

(2)操作方法がわからない場合は「彩Ｔｏｍａｓの操作方法」を参考にして下さい。

・「会員　自分の情報を確認しよう」 http://www.saitamacityta.jp/saitomas/saitomas-ope-myinfo-171120.pdf

・「会員　大会へ申込んでみよう」 http://www.saitamacityta.jp/saitomas/saitomas-ope-entry-171120.pdf

(3)参加費の振込  

彩Tomas　ＱＲコード

http://www.saitamacityta.jp/

11. ドロー　会　議： 2022年10月 2日　9：00～  大宮工房館

12. ドロー　発　表： 2022年10月 7日頃、協会HPに掲載します。

13. そ  　の  　他： (1)本大会は日本テニス協会発行の「ＪＴＡテニスルールブック」の規定を準用します。

(2)本大会はすべてのプレーヤーを公平に扱います。

(3)本要項の試合方法等は天候など止むを得ない事情により変更されることがあります。

（5）20 周年記念誌作成の為、撮影カメラマンがコート内に入る場合がありますのでご了承ください。

 新型コロナウィルス感染拡大防止に配慮して大会を実施します。

別紙「さいたま市テニス協会におけるテニス大会開催の新スタイル」をご覧いただき、感染防止に努めてください。

14. 問　合　せ　先：　　大川　邦夫　　☎ 090-7223-6760        (20:00～21：00）

※参加費振込、「彩Tomas」に関してはメール（info@saitamacityta.jp）で問い合わせください。　

ディレクター 小林　一幸 　レフェリー 　高橋　秀幸

2022年8月23日　　開催要項発表

※　敗者による親睦試合を当日の状況により実施します。

・申込者へはメールで支払ID　(例　Ｔ1234）を通知します。「支払ID　申込者名」で振り込んで下さい。

（例）　Ｔ１２３４　サイタマ タロウ
支払IDは必須です！！！
彩Ｔomasの申込一覧にも記載されています。

・振込先、振込期間　：　８/２3（火）～９/１5（木）

　埼玉りそな銀行　浦和中央支店
　口座番号　 普通　5744139
　加入者名    サイタマシテニスキョウカイ

会員区分 複クラス
種　　　　目

一般

男・女　Ａクラス 上級者 　参加選手がクラス混
在する場合、最上位ク
ラスに申込すること。
（左記の網点のクラス）

Ｓ T A B C

女子50・60・70

男子C、女子C

ベテラン  2022年12月31日までに各種目の年齢に達する方

男子A 11/ 6（日)

11/ 12(土)男子B、女子A

男子50、女子B

(4)試合ではテニスウェアー、テニスシューズを着用して下さい。

　11/12(土),13（日),19(土),20（日) 予備日

荒川南・北、西遊馬

荒川南・北

＊参加数等で日程、会場を変更する場合があります。必ず仮ドローで確認してください。

男子60・70

※　天候等により変更する場合があります。

10/23(日)

10/22(土)

11/3(木)

11/5(土)

荒川南・北

荒川南・北、西遊馬

荒川南、西遊馬

荒川南・北


