
２０２３年度

大会等実施要項

市民ソフトテニス講習会

第５４回 春季ソフトテニスオープン大会

第５４回 青少年の日ソフトテニス大会

付録

１：対外試合の選手選考

第５４回 市民体育祭・町田選手権ソフトテニス大会

第４２回 ジュニアソフトテニス選手権大会

第５０回 ソフトテニス団体戦

第１７回 ジュニアソフトテニス団体戦

連盟女子秋季合同練習会

第４１回 関東シニア選抜町田大会

第５２回 レディースソフトテニス交流会

第１７回 町田オープンソフトテニス大会

連盟女子春季合同練習会

連盟ソフトテニス合同練習会

町田市ソフトテニス連盟

1



大会参加選手が遵守すべき事項

・以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること

　　体調がよくない場合（例：発熱 37.5度以上・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

・マスクを持参すること

（参加受付時や着替え等の競技を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること）

・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こと

・大会開催中に大きな声で会話、応援等をしないこと

・大会の前後のミーティング等においても、三つの密を避けること
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組み合わせ会議等

月日（曜）

4月1日（土）

4月23日（日） 5月14日（日） 4月8日（土）旭町体育館会議室

4月30日(日） 5月21日(日） 4月15日（土）旭町体育館会議室

5月7日(日）

6月3日(土） 6月10日(土） 5月20日（土）旭町体育館会議室

6月4日(日） 6月11日(日） 5月20日（土）旭町体育館会議室

6月5日(月）

6月24日（土） 旭町体育館会議室

9月2日（土）

10月15日（日） 10月22日（日） 9月30日（土）旭町体育館会議室

10月29日（日） 11月3日（金祝日） 10月14日（土）旭町体育館会議室

11月5日（日） 11月19日（日） 10月21日（土）場所、時間未定

11月26日（日） 12月3日（日） 11月11日（土）旭町体育館会議室

12月4日(月）

1月21日（日） 2月4日（日） 日時場所未定

2月10日（土） 旭町体育館会議室

3月2日（土） 旭町体育館会議室

3月9日（土） 場所未定

■連絡員または各クラブ会長様が指定した代表の方がご出席ください。

　ジュニアクラブ関係者及び、社会人クラブから最低１名の出席をお願いします。

■組み合わせ会議の開始時刻は各大会ごとに確認ください。

町田オープンソフトテニス大会（一般男子、女子）

女子合同練習会

連盟ソフトテニス合同練習会

市民体育祭・町田選手権ソフトテニス大会

ジュニアソフトテニス団体戦

事業調整会議

総会

新任役員会

事業調整会議（次年度事業計画）

ジュニアソフトテニス選手権大会

ソフトテニス団体戦

女子合同練習会

関東シニア選抜町田大会

大会、組み合わせ会議等の予定日

大会等名称 開催日 予備日

市民ソフトテニス講習会

春季ソフトテニスオープン大会

青少年の日ソフトテニス大会(小・中・高合同開催）

レディースソフトテニス交流会

町田オープンソフトテニス大会（シニア、ミックス他）
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・町田オープンソフトテニス大会は昨年度参加者が多数であったため今年度は種別を分けて二日

　ご了承ください。

　当日支払い予定の方で棄権された方は後日振り込みをお願いします。

◆その他

 大会申込み及び、組合せ会議の運営について

・連盟では、事業調整会議（議長　総務部会長）を適宜開催しています。

　大会の組合せ等は特に連絡のない限り、当面この会議で行いますので周知し出席してください。

・  連盟への団体登録は春季以外も随時行っています。

・ソフトテニス団体戦は昨年度参加希望チームが多数であったためコートの関係もあり今年度の

　参加資格は町田市内在住、在勤、在学、連盟登録クラブと連盟推薦市外チームとしました。

　間で開催することにしました。

町田市ソフトテニス連盟競技部長 　石井 祐和

　

◆大会申込み方法

①大会の前に開催する事業調整会議（組み合わせ会議）において、所定の申込用紙（町田市ソフ

　トテニス連盟ＨＰよりダウンロードしてください）に記入の上、申し込んで下さい。

②　①以外の場合は、所定の用紙（町田市ソフトテニス連盟ＨＰよりダウンロードしてください）

　　にて連盟競技部会宛に、メール、FAX、郵送にて申し込んで下さい。

※申し込み先

注：ｼﾞｭﾆｱの大会等、実施要項に申し込み先が指定されている場合は、その指示に従って申し込んでください。

・メール 　ishii3316@c01.itscom.net 　　TEL・FAX 045-933-3335 

・〒226-0029 神奈川県横浜市緑区森の台34-8 

　

２０２３年度大会申込み方法

【店名】　〇一八　（ゼロイチハチ）

【店番】　０１８

【預金】　普通

【口座番号】　６６０９５１０

【名義人】　町田市ソフトテニス連盟

◆申込み後は、大会の中止、棄権にかかわらず参加費はお返し出来ません。

◆参加費の支払い方法（下記の方法のいずれかで支払いをお願いします。）

①　事業調整会議で支払う。

②　下記のゆうちょ銀行宛てに試合の１週間前までに振り込む。

③　当日受付で支払う。

★参加費を振り込む場合は下記の口座へお願いします。

【銀行】　ゆうちょ銀行

・  事業調整会議の参加者は下記の通りとなります。

　　理事長、会計、部会長、専門部員、各クラブ等の連絡員
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①練習中に事故等が発生した場合、応急手当はしますが以後の責任は負いかねます。

②練習中は指導者の指示に従ってください。

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

６．指導者　　町田市ソフトテニス連盟強化指導部又は外部指導者

７．講習内容

・初心者　ラケットの持ち方　ストローク、

　サーブ　レシーブ　ボレー　スマッシュ

・上級者　基本の応用　ゲーム　審判の方法

８．その他

４．受　講　費　　１人　２００円　当日受付でお支払いください。

５．服装と持ち物

・運動しやすい服装

・テニスシューズ

・ソフトテニス用ラケット（お持ちでない方にはお貸しできます）

　

　　　　　４月１日（土）　野津田公園テニスコート（３面）

　　　　　時間：午前９時から午後１時まで

　　　　　雨天中止ですが小雨等の場合は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。

　

２．参加資格　　小学校４年生以上の市民。

主　催　町田市ソフトテニス連盟

１．日時および会場

３．申し込み方法　当日現地にて申し込んでください。

市民ソフトテニス講習会実施要項
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13　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

事業調整会議

日時　　４月８日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

内容　　・２０２３年度　団体・個人登録受け付け（名簿及び登録料持参）

　　　　・春季大会参加受付（参加費持参のこと）　春季大会組み合わせ

　　　　　　　　　ダブルス７ゲームマッチ

８　表　　彰　　　１.２.３.３位または参加ペア数によって決定します。

９　申し込み方法　４ページの大会申込み方法参照。

10　締め切り日　　４月７日（金）午後５時必着

11  参加費の支払い方法　４ページの参加費の支払い方法参照。

12　その他　申し込み後は、大会の中止や棄権の場合でも参加費はお返し出来ません。

　　　　　　　　　＊エントリーが３ペア以内のときは若い種別に統合する予定です。

４　参加費　　　　１人　１，５００円

　　　　　　　　（連盟登録者及び高校生は１，０００円・中学生は５００円）

５　開会式　　　　各コートで行います。

６　会　　場　　　藤の台テニスコート（クレー４面）、中央公園テニスコート（人工芝３面）

７　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟競技規則による

　　　　　　　　　＊リーグ戦を予定していますが参加者数によってはトーナメント戦となります。

　　　　　　　　　②３５男子の部（大会当日で満３５歳以上　３５女子の参加を認める　）

　　　　　　　　　③シニア男子５５の部（大会当日で満５５歳以上　シニア女子５５の参加を認める）

　　　　　　　　　④女子１部　 女子の部は１部２部の参加の資格要件はありませんので個人の判

　　　　　　　　  ⑤女子２部　 断で参加をお願いします(過去に２部で優勝したペアは１部です)

　　　　　　　　　⑥シニア女子５５の部（大会当日で満５５歳以上）

　　　　　　　　　＊部をまたいで参加する場合は、若い方の部に出場して下さい。

主　催　町田市ソフトテニス連盟

１　日　　時　　４月２３日（日）雨天予備日５月１４日（日）

　　受　　付　　午前８時４５分　　　開会式　午前９時００分

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

２　参加資格　　　町田市民以外の方も参加できます。

３　種　　別　　　①一般男子の部　（一般女子の参加を認める）

　　　　　　　　　但し、中学生以上で正しく審判が出来ること。

　　　に延期となる場合もあります。予備日は会場及び受付時間の変更がある場合があります。

第５４回春季ソフトテニスオープン大会実施要項
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８　申し込み方法　所定の用紙にて，連盟ｼﾞｭﾆｱ部会にメール、郵送、ＦＡＸで送る。

　〒194-0043　町田市成瀬台2-30-18  ｼﾞｭﾆｱ部会　下田誠市

　　　　　　　　　電話／ＦＡＸ　042-720-6872　　mail seiichi@kc5.so-net.ne.jp

９　締め切り　　　４月１４日（金）　午後５時必着（以後は受け付けません）

　　　　　　　　　（郵送の場合は、特に到着日時に注意してください）

各自スポーツ傷害保険等に加入しておいて下さい

４　参加費　　　　１人　５００円（当日受付に提出してください）

５　会　場　　　　成瀬クリーンセンターテニスコート（１４面）

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟

　　　　　　　　　競技規則によるダブルス５ゲームマッチまたは７ゲームマッチ

７　表　彰　　　　１・２・３・３位入賞者に賞状および副賞（ペア数により変更あり）

10　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

　  受  　付　    午前９時　　　開会式　午前９時１５分

　　　　　　　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。

２　参加資格　　　市内に在住、在学または在クラブの小学生以上１８歳未満の方

３　種　別　　　　①小学生低学年の部、小学生高学年の部（男子、女子）

                  ②中学男子の部　③中学女子の部

                  ④高校男子の部　⑤高校女子の部

第５４回　青少年の日ソフトテニス大会　実施要項

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　催　(一財)町田市体育協会

                                                           後　援　町田市

                                                           主　管　町田市ソフトテニス連盟

１　日　　時　　　４月３０日（日）雨天予備日５月２１日（日）

　　駐車場の利用は８時３０分以降にお願いします。

　　送迎は可能ですが、駐車待ちの路上駐車は厳禁されています。

　　　　　　　　　・学校での体育時の服装またはテニスウエアー着用のこと。

　　　　　　　　　・問い合わせ先　　町田市ソフトテニス連盟ｼﾞｭﾆｱ部会

　　　　　　　　　　ＴＥＬ　042-720-6872　下田 誠市

事業調整会議

日時　　４月１５日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

筆記用具を持参してください。

ジュニアクラブの担当者および、連盟加盟の社会人クラブから，少なくとも

 １名の参加をお願いします。

 また、あらかじめ当日お手伝い下さる方の人数を掌握しておいて下さい
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　　　　　　　　　競技規則によるダブルス７ゲームマッチ

７　表　　彰　　　参加人数により考慮

８　申し込方法　連盟の競技部会担当女子（下記）あて携帯電話又はメールで申し込む

　　　　　　　　門脇　　090-7260-3260   aiken.nana-6_02@docomo.ne.jp

　　　　　　　　高橋　　090-3804-8800   minto-y.t@ezweb.ne.jp

　

　　　　　　　　　（団体連盟登録者は１，０００円）

５　会　　場　　　中央公園テニスコート

　

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟

９　締め切り　　４月２８日（金）　午後５時まで

　

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

　　　　　　　　（但し、学生．生徒は除く）

　　　　　　　　【一人でも申し込みをお受けします】

３　種　　別　　　個人戦（時間により団体戦も実施）

第５２回　レディースソフトテニス交流会実施要項

主　催　町田市ソフトテニス連盟

１　日　　時　　５月７日（日）　雨天中止

　

４　参加費　　　　１人　１，５００円（当日受付に提出）

　　受　　付　　午前８時４５分　　　開会式　午前９時００分

　　　　　　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。

２　参加資格　　市内在住、在勤または団体連盟登録クラブの女性
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【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

　　　　　　　　（連盟登録者及び高校生は１，０００円・中学生は５００円）

５　会　　場　　　成瀬クリーンセンターテニスコート（人工芝１４面）

　　受　　付　　　午前９時　　　開会式　午前９時１５分

２　参加資格　　　町田市民以外の方も参加できます。

３　種　　別　　　①一般男子の部

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

種別：一般男子の部、一般女子の部

12　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

　　　　　　　　　②一般女子の部

４　参加費　　　　１人　１，５００円

10  参加費の支払い方法　４ページの参加費の支払い方法参照。

11　その他　  申し込み後は、大会の中止や棄権の場合でも参加費はお返し出来ません。

事業調整会議

日時　　５月２０日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

内容　　・町田オープン大会組み合わせ

　　　　・その他

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟

　　　　　　　　　競技規則によるダブルス７ゲームマッチ

７　表　　彰　　　１・２・３・３位または参加ペア数によって決定します。

８　申し込み方法　４ページの大会申込み方法参照。

９　締め切り日　　５月１９日（金）午後５時必着

第１７回　町田オープンソフトテニス大会実施要項（1日目）

　　送迎は可能ですが、駐車待ちの路上駐車は厳禁されています。

　　　に延期となる場合もあります。

主　催　町田市ソフトテニス連盟

１　日　　時　　　６月３日（土）雨天予備日６月１０日（土）

　　　　　　　　　但し、中学生以上で正しく審判が出来ること。

　　駐車場の利用は８時３０分以降にお願いします。
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11　その他　  申し込み後は、大会の中止や棄権の場合でも参加費はお返し出来ません。

12　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

　　駐車場の利用は８時３０分以降にお願いします。

　　送迎は可能ですが、駐車待ちの路上駐車は厳禁されています。

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

事業調整会議

日時　　５月２０日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

内容　　・町田オープン大会組み合わせ

　　　　　　　　　②シニア男子５５の部（大会当日で満５５歳以上）

　　　　　　　　　③３５女子の部（大会当日で満３５歳以上）

　　　　　　　　　④シニア女子５５の部（大会当日で満５５歳以上）

　　　　　　　　　⑤ミックス１部（大会当日満年令合計120歳以上、両名ともに40歳以上）

　　　　 　 　 　   ⑥ミックス２部（大会当日満年令合計80才以上120歳未満、両名ともに40歳以上）

　　　　　　　　　⑦ミックス３部（年齢制限はありません）

　　　　　　　　　＊エントリーが３ペア以内のときは若い種別に統合する予定です。

　　　　・その他

第１７回　町田オープンソフトテニス大会実施要項（２日目）

主　催　町田市ソフトテニス連盟

１　日　　時　　　６月４日（日）雨天予備日６月１１日（日）

種別：３５男子の部、３５女子の部、シニア男子５５の部、シニア女子５５の部、ミックス１．２．３部

４　参加費　　　　１人　１，５００円

　　　　　　　　（連盟登録者及び高校生は１，０００円・中学生は５００円）

５　会　　場　　　成瀬クリーンセンターテニスコート（人工芝１４面）で全種目を行います。

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟

　　　　　　　　　競技規則によるダブルス７ゲームマッチ

７　表　　彰　　　１・２・３・３位または参加ペア数によって決定します。

８　申し込み方法　３ページの大会申込み方法参照。

９　締め切り日　　５月１９日（金）午後５時必着

10  参加費の支払い方法　４ページの参加費の支払い方法参照。

　　受　　付　　　午前９時　　　開会式　午前９時１５分

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

　　　に延期となる場合もあります。

２　参加資格　　　町田市民以外の方も参加できます。

　　　　　　　　　但し、中学生以上で正しく審判が出来ること。

３　種　　別　　　①３５男子の部（大会当日で満３５歳以上）
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秋季　１２月４日（月）　　　　　〃

時間はいずれも午前１０時から午後３時まで

（雨天中止）

２．参加資格

　　原則として、町田市ソフトテニス連盟所属クラブの部員とする。

町田市ソフトテニス連盟所属クラブの女子のレベル向上と他のクラブ員との交流を図るため練習

会を実施します。

【実施要綱】

１．日時及び会場

春季　　６月５日（月）成瀬三又テニスコート

主　催　町田市ソフトテニス連盟

　

３.受講料　　１人　１回　２００円　当日受付でお支払いください。

４．その他

・  練習中に事故等が発生した場合、応急手当はしますが以後の責任は負いかねます。

・  練習中は指導者の指示に従ってください。

【各自スポーツ傷害保険に加入しておくことをお薦めします。】

　　当日現地にて申込み。

女 子 合 同 練 習 会 実 施 要 項
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・  練習中に事故等が発生した場合、応急手当はしますが以後の責任は負いかねます。

・  練習中は指導者の指示に従ってください。

【各自スポーツ傷害保険に加入しておくことをお薦めします。】

　　　原則として、町田市ソフトテニス連盟所属クラブの部員及び市内高校生とする。

連盟ソフトテニス合同練習会実施要項

主　催　町田市ソフトテニス連盟

町田市ソフトテニス連盟で合同練習会を企画しました。各個人のレベル向上を目指します。

３．    申込み方法

　　当日現地にて申込み。

　

４.受講料　　１人　２００円　当日受付でお支払いください。

５．その他

趣旨として次の事項に記載します。

・  各個人の技術レベルアップ及び町田市ソフトテニス連盟の技術底上げ

・  クラブ内練習のマンネリ化防止と練習の場の提供

・  他クラブ員との交流

【実施要項】

１．    日時及び会場

　　　９月２日（土）　　野津田公園テニスコート（３面）　雨天中止

　　　午後１時から午後５時まで

　　　雨天の判断は午前１０時以降に連盟ホームページで確認してください。

２．    参加資格
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　　受　　付　　　午前８時４５分　　　開会式　午前９時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　催　(一財)町田市体育協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後　援　町田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　管　町田市ソフトテニス連盟

第５４回　市民体育祭・町田選手権ソフトテニス大会実施要項

　　　　　　　　＊部をまたいで参加する場合は、若い方の部に出場して下さい。

　　　　　　　　＊エントリーが３ペア以内のときは若い種別に統合する予定です。

内容　　・市民体育祭大会組み合わせ

　　　　・その他

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟競技規則による。

　　　　　　　　　ダブルス７ゲームマッチ

事業調整会議

　　　　　　　　③シニア男子５５の部（大会当日で満５５歳以上　シニア女子５５の参加を認める）

12　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

８　申し込み方法　４ページ大会申込み方法参照。

９　締め切り日　　９月２９日（金）午後５時必着

10  参加費の支払い方法　４ページの参加費の支払い方法参照。

２　参加資格　　・市内在住、在勤又は在学の中学生以上（正しく審判が出来ること）

　　　　　　　　・町田市ソフトテニス連盟登録者

３　種　　別　　①一般男子の部（一般女子の参加を認める）

　　　　　　　　②３５男子の部（大会当日で満３５歳以上　３５女子の参加を認める）

４　参加費　　　１人　１，５００円

　　　　　　　　（連盟登録者及び高校生は１，０００円・中学生は５００円）

５　会　　場　　　野津田公園テニスコート（３面）、野津田公園北テニスコート（４面）

１　日　　時　　　１０月１５日（日）雨天予備日１０月２２日（日）

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

　　　に延期となる場合もあります。予備日は会場及び受付時間の変更がある場合があります。

11　その他　 申し込み後は、大会の中止や棄権の場合でも参加費はお返し出来ません

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

日時　　９月３０日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

　　　　　　　　④シニア男子６５の部（大会当日で満６５歳以上　シニア女子６５の参加を認める）

　　　　　　　　⑧シニア女子６５の部（大会当日で満６５歳以上）

　　　　　　　  ⑤一般女子の部

　　　　　 　　 ⑥３５女子の部　（大会当日で満３５歳以上）

７　表　　彰　　　１・２・３・３位または参加ペア数によって決定します。

　　　　　　　　⑦シニア女子５５の部（大会当日で満５５歳以上）
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７　表　　彰　　　１・２・３・３位入賞者に賞状および副賞（参加チーム数により決定します）

８　申し込み方法　所定の用紙にて，連盟ｼﾞｭﾆｱ部会にメール、郵送、ＦＡＸで送る。

　〒194-0043　町田市成瀬台2-30-18  ｼﾞｭﾆｱ部会　下田誠市

　　　　　　　　　電話／ＦＡＸ　042-720-6872　　mail seiichi@kc5.so-net.ne.jp
９　締め切り　　　１０月１３日（金）　午後５時必着（以後は受け付けません）

　　　　　　　　　（郵送する場合は、特に到着日時に注意してください）

　　　　　　　　　・参加組数によっては変更もあります

　　　　　　　　　・学年が異なるペアは、上の学年に申し込んで下さい

４　参加費　　　１人　５００円（当日受付に提出してください）

５　会　　場　　　成瀬クリーンテニスコート（１４面）

６　競技方法　　　ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟競技規則による

　　　　　　　　　ダブルス５ゲームマッチまたは７ゲームマッチ

３　種　　別　　　①小学生低学年の部

　　　　　　　　　②小学生高学年の部（男子の部、女子の部）

　　　　　　　　　③中学１年男子の部、女子の部

　　　　　　　　　④中学２年男子の部、女子の部

　　　　　　　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。

２　参加資格　　　市内に在住、在学又は在クラブの小学生以上中学２年生まで

　　受　　付　　　午前９時　　　開会式　午前９時１５分

第４２回　ジュニアソフトテニス選手権実施要項

１　日　　時　　　１０月２９日（日）雨天予備日１１月３日（金祝日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　催　町田市ソフトテニス連盟

日時　　１０月１４日（土）午後６時００分～

会場　　旭町体育館会議室

筆記用具を持参してください。

事業調整会議

ジュニアクラブの担当者および、連盟加盟の社会人クラブから，少なくとも

 １名の参加をお願いします。

11　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

　　駐車場の利用は８時３０分以降にお願いします。

　　送迎は可能ですが、駐車待ちの路上駐車は厳禁されています。

10　その他　　　・けが等が発生した場合、応急手当はしますが以後の責任は負いかねます。

　　　　　　　　・学校での体育時の服装またはテニスウエアー着用のこと。

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておいて下さい】

 また、あらかじめ当日お手伝い下さる方の人数を掌握しておいて下さい
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申し訳ありませんが参加希望チーム数が多くなり過ぎたため今年から下記の参加資格としました。

３　種　別        ①一般男子の部　（女子の参加を認める）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　催　町田市ソフトテニス連盟

12　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

10  参加費の支払い方法　４ページの参加費の支払い方法参照。

11　その他　大会の中止や棄権の場合でも参加費はお返し出来ません。

②４５男子の部（大会当日満４５歳以上、４５女子の参加を認める）

　　　　　　　　　Ａ，Ｂ，Ｃ・・・とする

　　　　　　　　・２ペアで参加の場合は３ペア目を空きとするとともに相手チームに

　　　　　　　　　オーダー提出の前にその旨連絡すること

７　表　　彰　　　１・２位または参加チーム数によって決定します。

８　申し込み方法　４ページ大会申込み方法参照。

９　申込み締め切り日　　１０月２０日（金）午後５時まで

事業調整会議

日時　　１０月２１日（土）時間未定

会場　　未定

内容　　・団体戦組み合わせ

　　　　・その他

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておくことをお薦めします】

　　　　　　　　　野津田公園北テニスコート　４面

６　競技方法　　・ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟競技規則による

　　　　　　　　　ダブルス７ゲームマッチで３組の団体戦を行う

　　　　　　　　・出場選手名は当日受付にて登録する。登録後の変更は認めない

　　　　　　　　・１チームは４名以上８名以下

　　　　　　　　・同一団体から複数チームが出場する場合は，技術の上位から

　　　　 　　　 　③一般女子の部

　                ④シニア女子５５の部（大会当日満５５歳以上）

４　参加費　　　　１チーム　８，０００円（連盟登録チーム・高校生チームは５，０００円）

５　会　　場　　　野津田公園テニスコート　　３面

１　日　　時　　　１１月５日（日）　　予備日１１月１９日（日）

　　受　　付　　　午前８時４５分　　　開会式　午前９時００分

２　参加資格　　・市内在住、在勤又は在学の高校生以上のチーム

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

　　　に延期となる場合もあります。予備日は会場及び受付時間の変更がある場合があります。

　　　　　　　　・連盟登録のクラブチーム（登録者が４名以上であること）

　　　　　　　　・連盟が推薦する市外チーム

第５０回　ソフトテニス団体戦実施要項
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主　催　　東　京　都

  〃　（公財）東京都体育協会

　〃  （一財）町田市体育協会

主 管　町田市ソフトテニス連盟

３　種　　別　　　小学生１部、２部

　　　　　　　　　　中学生男子の部

　　　　　　　　　　中学生女子の部

４　参 加 費　　　１チーム　３，０００円（当日受付に提出して下さい）

５　会　　場　　　 成瀬クリーンセンターテニスコート

６　競技方法　　　・ソフトテニスハンドブック並びに町田市ソフトテニス連盟競技規則による

11　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

会場　　旭町体育館会議室

筆記用具を持参してください。

１　日　　時　　　１１月２６日（日）　　雨天予備日　１２月３日（日）

　　受　　付　　　午前９時　　　開会式　午前９時１５分

　　　　　　 雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。

２　参加資格　　市内に在住、在学又は在クラブ並びに連盟が推薦する近隣の小学生・中学生

第１７回　ジュニアソフトテニス団体戦実施要項

　　　　　　　　　　　・     １チームが２ペアで参加の場合は３ペア目を空きとするとともに相手チームに

７　表　　彰　　　　１・２位入賞者に賞状および副賞（参加チーム数より決定します）

８　申し込み方法　所定の用紙にて，連盟ｼﾞｭﾆｱ部会にメール、郵送、ＦＡＸで送る。

　〒194-0043　町田市成瀬台2-30-18  ｼﾞｭﾆｱ部会　下田誠市

　　　　　　　　　電話／ＦＡＸ　042-720-6872　　mail seiichi@kc5.so-net.ne.jp

９　締め切り　　　１１月１０日（金）　午後５時必着（以降は受け付けません）

　　　　　　　　ダブルス５ゲームまたは７ゲームマッチで、３ペアの団体戦を行う

　　　　　　　　　　　・出場選手は当日受付にて登録する

　　　　　　　　　　　・登録後の変更は認めない

　　　　　　　　　　　・１チームは４名以上８名以下

　　　　　　　　　　　・     同一団体から複数チームが出場する場合は，技術の上位からＡ，Ｂ，Ｃ・・・とする

　　　　　　　　　　　　　オーダー提出の前にその旨連絡をすること

10　その他　　・けが等が発生した場合、応急手当はしますが以後の責任は負いかねます

　　　　　　　・学校での体育時の服装またはテニスウエアー着用のこと。

【各自スポーツ傷害保険等に加入しておいて下さい】

事業調整会議

ジュニアクラブの担当者および、連盟加盟の社会人クラブから，少なくとも

 １名の参加をお願いします。

 また、あらかじめ当日お手伝い下さる方の人数を掌握しておいて下さい

日時　　１１月１１日（土）午後６時００分～

　　駐車場の利用は８時３０分以降にお願いします。

　　送迎は可能ですが、駐車待ちの路上駐車は厳禁されています。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野津田北コート）

６　有料駐車場は限りがありますので、乗り合わせて頂くか公共交通機関を利用してください。

この大会は、日本のシニアのトップクラス選手が集まる大会です。

　　　　　　　　雨天予備日２月４日（日）

１　日　　時　　２０２４年１月２１日（日）

　　受　　付　　午前８時００分　開会式　午前８時３０分　試合開始　午前８時４５分

　　　　　　　・招待選手から不参加者が出た場合は、市内から補充する。

　　　　　　　　・本大会の趣旨を理解し、協力する意思のある選手。

　　　　（２）市内選出選手

　　　　　　　・２０２３年度の市内大会の成績を参考にして、各種目に最低１組を選出する。

３　種　　別　　４５男子,シニア男子５０の部　・　シニア男子５５の部（野津田コート）

４　選手選考　　会長が委嘱する「関東シニア選抜・町田大会実行委員会」が、下記

　　　　　　　　の基準に従って選考する。

５　選手選考基準

　　　　（１）招待選手

　　　　　　　　・前回の入賞選手。

　　　　　　　　・２０２３年度の全日本・東日本・関東またはそれに準ずる大会にお

　　　　　　　　　いて優れた成績をあげた選手。

　　　　　　　　シニア男子６０の部　・　シニア男子６５,シニア男子７０の部

２　会　　場　　野津田公園テニスコート　　３面

　　　　　　　　野津田公園北テニスコート　４面

　　　雨天の判断は午前７時以降に連盟ホームページで確認してください。但し、コートの状況により集合後

　　　に延期となる場合もあります。予備日は会場及び受付時間の変更がある場合があります。

第４１回関東シニア選抜・町田大会要項

主　催　　町田市ソフトテニス連盟

町田市選手の技術の向上に寄与したいということです。

各クラブはクラブ員にこの趣旨を周知して、できるだけたくさんの方が観戦に

来てくださるようにお手配ください。

但し、コート内には入らず外からの観戦をお願いします。

この大会を連盟が主催する目的は、多くの方に上級者のプレーを見ていただき、
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大会名 都民体育大会 市町村大会 都下団体戦 支部対抗大会

種別 男女別 男女別 男女合同 男女合同

在住・在勤 都下連登録者 都連登録者

除く　小～高専 在住・在勤・在クラブ （登録市）

学生連盟登録大学生 在クラブは7名以内

⑤　連盟推薦（選考基準を最優先し、止むを得ない場合は会長・理事長協議のうえ推薦する。）

２）　各大会の試合要項、及び出場選手

参加
資格

在住・在勤

付録１：対外試合の選手選考

１）　選考基準

①　町田市ソフトテニス連盟主催大会に出場している者。

②　対象大会の｢参加資格｣があること

③　昨年度・本年度の下記大会で入賞した者。

　　・春季オープン大会

　　・町田オープン大会

　　・町田市民体育祭・町田選手権大会

④　上記で不足する場合は、各大会の８本入賞者までを選手範囲に含める。
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