
 

第４０回 宮城県春季テニスト－ナメント  

【 一般の部 】  開 催 要 項 

～（公財）日本テニス協会 「ワンコイン制度」対象大会～ 

 

 

 1. 主 催  宮城県テニス協会 

 2. 期 日   平成２９年４月８・９日，１５・１６日，２９日(予備日) 

              一般の部  4/ 8   予選  単・複  ， 本戦  単・複   Ｇ２１ 

4/ 9   本戦 単・複           Ｇ２１ 

4/15   本戦 単・複           Ｇ２１ 

                          4/16   本戦 単・複                     Ｇ２１ 

4/29   予備日              七北田公園庭球場 

             （ベテランの部      4/15-16  単・複    予備日 4/29 ） 

 

 3. 会 場    1) 宮城県総合運動場グランディ２１(ハードコート 10面) 利府町菅谷字舘４０－１   TEL 022-356-1122  

              2) 七北田公園庭球場（砂入り人工芝 8面）   仙台市泉区七北田字決下６９－１９ TEL 022-375-4704 

 

 4. 使用球  ダンロップ・フォ－ト  １試合 ２球 使用 

 

 5. 種 目    本戦ドロ－ ① 一 般 男 子  単 64 ドロ－(予選枠 16)  複 32 ドロ－(予選枠 8) 

                          ② 一 般 女 子  単 32 ドロ－(予選枠 8)  複 32 ドロ－(予選枠 8) 

                                     注）各予選枠には，ＷＣを含みます。 

 6. 試合方法  (1) ト－ナメント方式とします。 

              (2) 原則としてセルフジャッジとします。（ＳＣＵ方式を採用する場合もあります） 

              (3) 全種目とも ８ゲ－ムプロセット とします。 

              (4) 「JTA ﾃﾆｽﾙｰﾙﾌﾞｯｸ」最新版のテニス規則，及びト－ナメント諸規程・諸規則を適用します。 

 

 7. 参加資格   宮城県テニス協会に 2017年度の加盟登録している者 

 8.ワンコイン制度  本大会は，ワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり，ワンコイン制度金として１００円をご負担 

           願います。ご協力よろしくお願い致します。 

 9. 参加料   単 ３,１００円     複 １組 ４,１００円 

 

10. 申込締切  平成２９年 ３月１４日（火）ＰＭ ５：００ 必着 

               県協会所定の申込用紙に必要事項を記入の上，参加料を添えて，現金書留または郵便振替でお申し込みください。

               (郵便振替口座：NO.02290-1-51023 宮城県テニス協会)  

 

11. 申込先   〒983-0852  仙台市宮城野区榴岡２－２－８ コ－ポ童子２０１  宮城県テニス協会 事務局    

                            Tel.０２２－２９２－１３００   Fax.０２２－２９２－１１２１ 

       ◎  仮ドローは宮城県テニス協会ＨＰに発表します。                            

 

12. 備 考     (1) 申込以前，もしくは同時に団体の加盟及び個人登録を済ませてください。所属団体や姓名等に変更のある方 

          は，必ずその旨を記入してください。 

               (2) 個人ランキングポイントを記入してください。(JTA ﾗﾝｷﾝｸﾞ取得者は選手登録番号を記入してください。) 

               (3) 服装はテニスウェア－とします。（「JTA ﾃﾆｽﾙｰﾙﾌﾞｯｸ」最新版 参照） 

               (4) 選手は，試合当日，大会本部に出席を届けてください。 

               (5) 本戦初回戦で欠場があった場合，ラッキ－ル－ザ－方式（LL）を採用します。LLは，予選出場者の中から補

充します。予選決勝の敗者でランキング保持者を優先し，抽選により順位を付けます。          

希望者は本戦１Ｒ開始指定時刻の２０分前までに大会本部に届出て，サインしてください。 

              (6) 試合上の注意事項は仮ドロ－に記載しますので，ご確認ください。（県協会のＨＰにアップします） 

               (7) 本要項は天候等やむをえない事情により，変更されることがあります。 

        (8) 大会当日の連絡先 ０９０－２６０７－８４２８ （ディレクタ－：吉野） 

         

                           ディレクタ－   吉野 幸芳     レフェリ－ 高野 正次   発表  2017.2.21      

                               
宮城県テニス協会 ＨＰ 検索 

 

 

 

 



 

 

第４０回 宮城県春季テニスト－ナメント 

べテランＪＯＰ公認対象大会 (Ｅ１) 
～（公財）日本テニス協会 「ワンコイン制度」対象大会～ 

 

【 ベテランの部 】  開 催 要 項  

 

 1. 主 催  宮城県テニス協会 

 2. 期 日   平成２９年４月１５・１６日，        ２９日(予備日) 

              ベテランの部    4/15-16   単・複     Ｇ２１         

                                   29   予備日     七北田公園庭球場 

             （一般の部 4/8-9    単・複 予選 ，本戦 単・複 ，  4/15-16 本戦 単・複 ） 

 3. 会 場    1) 宮城県総合運動場グランディ２１(ハードコート 10面) 利府町菅谷字舘４０－１   TEL 022-356-1122  

              2) 七北田公園庭球場（砂入り人工芝 8面）   仙台市泉区七北田字決下６９－１９ TEL 022-375-4704 

 4. 使用球  ダンロップ・フォ－ト  １試合 ２球 使用 

 5. 種 目    (1) 男子 35歳，40歳，45歳，50歳，55歳，60歳，65歳，70歳，75歳，80歳 各以上 単・複 

              (2) 女子 35歳，40歳，45歳，50歳，55歳，60歳，65歳，70歳，75歳，80歳 各以上  単・複 

              (3) 本戦ドロ－  男 女 ベテラン種目   単・複  

      *注 1  本大会は，ベテランＪＯＰポイント対象大会です（Ｅ１）。(公財)日本テニス協会に 2017年度のベテラン選手 

         登録を済ましていれば，ＪＯＰポイントがつきます。申込用紙に 2017年選手登録番号を必ず記入してください。 

                 また，現在，申請中の方は，郵便振替払込票兼受領書のコピ－を必ず添付してください。 

           *注 2  「全日本ベテランテニス選手権大会管理規則」の特例として，Ａ～Ｄ大会とＥ～Ｈ大会は，ダブルエントリ－ 

         にはなりません。 

       *注 3  年齢別種目間のクロスオ－バ－は認めません。 

           *注 4 ベテラン各種目は，３ドロ－以上で成立とします。 

 6. 試合方法  (1) ト－ナメント方式とします。 

              (2) 原則としてセルフジャッジとします。（ＳＣＵ方式を採用する場合もあります） 

              (3) 全種目とも ８ゲ－ムプロセット とします。 

              (4) 「JTA ﾃﾆｽﾙｰﾙﾌﾞｯｸ」最新版のテニス規則，及びト－ナメント諸規程・諸規則を適用します。 

 7. 参加資格  (1) 宮城県テニス協会に 2017年度の加盟登録している者 

              (2) または，申込締切日までに (公財)日本テニス協会<2017年度ベテラン選手登録>をしている者 

        (3) 35歳以上(昭 57年),40歳以上(昭 52年),45歳以上(昭 47年),50歳以上(昭 42年)，55歳以上(昭 37年)，60

歳以上(昭 32年),65歳以上(昭 27年)，70歳以上(昭 22年)，75歳以上(昭 17年)，80歳以上(昭 12年)は，そ

れぞれ，その年の 12月 31日以前に出生の者とします。 

 8.ワンコイン 本大会は，ワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり，ワンコイン制度金として１００円をご負担願います。 

  制度    ご協力よろしくお願い致します。 

 9.参加料   (1) 宮城県テニス協会加盟登録者   単 １人 ３,１００円   複 １組 ４,１００円 

              (2) ＪＴＡ 2017年度選手登録者       単 １人 ４,１００円   複 １組 ５,１００円 

10. 申込締切  平成２９年 ３ 月 １４ 日（火）ＰＭ ５：００ 必着 

               県協会所定の申込用紙に必要事項を記入の上，参加料を添えて，現金書留または郵便振替でお申し込みください。 

               (郵便振替口座：NO.02290-1-51023 宮城県テニス協会) 

 注）県外の方は，種目が成立してから（仮ドローが発表になってから）４／６（木）までに， 

   参加料を上記まで納めてください。 

 

11. 申込先   〒983-0852  仙台市宮城野区榴岡２－２－８ コ－ポ童子２０１  宮城県テニス協会 事務局    

                            Tel.０２２－２９２－１３００   Fax.０２２－２９２－１１２１ 

        ◎ 仮ドローは宮城県テニス協会ＨＰに発表します。 

 

12. 備 考  (1) 申込以前，もしくは同時に団体の加盟及び個人登録を済ませてください。所属団体や姓名等に変更のある方は， 

        必ずその旨を記入してください。 

            (2) 個人ランキングポイントを記入してください(ﾍﾞﾃﾗﾝ JOP ﾗﾝｷﾝｸﾞ取得者は選手登録番号を記入してください)。 

            (3) 服装はテニスウェア－とします。（「JTA ﾃﾆｽﾙｰﾙﾌﾞｯｸ」最新版 参照） 

           (4) 試合上の注意事項は仮ドロ－に記載しますので，ご確認ください。（県協会ＨＰにアップします） 

            (5) 選手は，試合当日，大会本部に出席を届けてください。 

            (6) 本要項は天候等やむをえない事情により，変更されることがあります。 

            (7) 「JTAベテラン選手登録」未登録者で登録申請中の選手は，エントリー用紙に必ず登録料支払い済みの振込用紙 

        のコピーを添付してください。 

(8) 大会当日の連絡先 ０９０－２６０７－８４２８ （ディレクタ－：吉野） 

                    ディレクタ－   吉野 幸芳     レフェリ－ 高野 正次    発表  2017.2.21 

                                                                         以 上 
宮城県テニス協会 ＨＰ 検索 

 


