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第７０回（平成２９年） 

豊島区秋季区民大会（テニス）要項  
主催 豊 島 区 
共催 NPO 法人豊島区体育協会主管 

主管 豊 島 区 テ ニ ス 連 盟 
下記により秋季区民大会（テニス）を開催します。A クラスの優勝者並び上位者は都民体育大会、

２３区チャンピオンシップ大会の選考候補となります。皆様奮ってご参加ください。なお、 
本大会参加者は新たに団体登録可能ですので、申し添えます。 
 
１． 種目・日時・会場（日時は参加人数等により変更されることがあります。また、エントリ

ー数が３組以下の場合は、他のクラスになる場合があります。） 
[男子] （三芳グランド） 
１）シングルス／Ａ・Ｂ         平成２９年９月１７日（日）９時～１９時    
２）ダブルス ／Ａ・Ｂ・シニア   平成２９年９月２４日（日）９時～１９時 

＊雨天予備日１０月８日（日）１０月２２日（日） 
[女子] （総合体育場） 

 ３）シングルス／Ａ・Ｂ           平成２９年９月１０日（日）９時～１９時 
４）ダブルス／Ａ・Ｂ             平成２９年９月２４日（日）９時～１９時 

       ＊雨天予備日１０月１５日（日）・１０月２９日（日） 
 [ミックスダブルス] （三芳グランド） 
５）A・シニアクラス            平成２９年１１月５日（日） ９時～１９時 
６）B クラス               平成２９年１１月１２日（日）９時～１９時 

＊雨天予備日 １１月１９日（日）・１１月２６日 
※Ａクラス（中・上級程度）、Ｂクラス（初中級程度、前回及び前々回の優勝、準優勝者は除く） 
シニア（男子満 55 歳以上・女子満 50 歳以上・いずれも平成 29 年 12 月末日年齢。 

前回 A クラスの予選リーグ 1・2 位者は除く） 
 ※開催日が異なる場合は、複数種目申込可能です。（同一日の複数種目の申込不可） 
※試合開催有無は、当日ホームページに掲載します。 
 

２．総合開会式：９月５日（火）豊島体育館 午後６時３０分より        
        各団体より２名の参加をお願いします。（申込時に参加者名を記入） 
 
３．参 加 資 格：豊島区在住者・在勤者・在学者（高校生以上）・豊島区テニス連盟団体登録者 

 
４．競 技 規 則：日本テニス協会（JTA）規則による。 
        １セット・マッチ（６－６タイブレーク方式・セルフジャッジ） 
５．参 加 費：団体登録者１０００円（一人）、その他１５００円（一人）    
６．申 込 方 法：１【ホームページ】豊島区テニス連盟ＨＰ『試合のお申込みもこちら』から申込 

２【電子メール】 toshimaku_tennis_a@yahoo.co.jp 
※参加費の振込を済ませてから申し込みをして下さい。 
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７．振 込 先： 
【郵便局からの場合】 
ゆうちょ銀行（振替口座）記号 10160 番号 53011331 豊島区テニス連盟 

【他の金融機関からの場合】 
       ゆうちょ銀行 店番 018・預金種目 普通預金 ・店名 〇一八（ｾﾞﾛｲﾁﾊﾁ） 

口座番号 5301133 豊島区テニス連盟 
８．申込期間：ミックダブルスの申込期間が異なりますので、ご注意下さい。 

また申込期限は厳守ください。 
シングルス・ダブルスの申込期間：平成２９年７月２４日（月）～８月４日（金） 
ミ ッ ク ス ダ ブ ル ス の 申 込 期 間：平成２９年９月１日（金） ～ １５日（金） 

９．ドロー会議： 
男子・女子    ８月２４日（木）１８時３０分より東部区民事務所 

        ※９月１日（金）以降、ホームページに掲載予定 
   ミックスダブルス ９月２８日（木）１８時３０分より東部区民事務所 
        ※１０月１３日（金）以降、ホームページに掲載予定 
※怪我等の事故については、加入する保険の範囲内で処置しますが、選手の方々は自己管理を十

分に行って参加下さい。 
 

１０．申込方法と申込にあたってのお願い ※申込後のキャンセルは原則認められません。 
・団体登録されている方は、団体代表者が纏めて、原則として電子メールで申込んで下さい。 
・団体登録者と個人（一般）の方がペアで申込をされる場合は２５００円（１０００円＋ 
１５００円）となりますので、ご注意下さい。 

・一旦入金された参加費は返金できませんのでご承知おき願います。 
○ ホームページより申込みをされる方 

（豊島区テニス連盟ホームページ『試合のお申込もこちら』より申込） 
以下の１～５の内容をお知らせ下さい。 

 １．秋季区民大会申込み 
 ２．申込者名（参加費振込者名）  
 ３．種目（クラス）、参加者名（団体名） 
   例） 男子ダブルス（シニア）、豊島太郎（早朝）・豊島二郎（個人） 
 ４．参加者の住所、連絡先（自宅 or 携帯）※団体登録者は不要 

例）豊島太郎（早朝） 
豊島二郎（個人）豊島区○○－○－○ ℡ ０９０－３９○○－○○○○      

５．参加費 
   参加費内訳：￥２５００（１０００+１５００＝２５００） 
   振込日および振込元金融機関名 
○ 電子メールで申込みをされる方 

ホームページに掲載の申込書（エクセル）を作成し、下記のメールアドレスに送って下

さい。 
メールアドレス：toshimaku_tennis_a@yahoo.co.jp     

                                            以 上 



【平成29年　豊島区秋季区民大会申込書】 ◎団体用
１．団体名

２．総合開会式参加者  ※９月５日（火）各団体２名 2．

３．大会参加者
　・種目、クラス、氏名を正しく記入して下さい。他の団体登録者と参加する場合はその団体名を記入して下さい。
　・一般（個人）の方と参加する場合は、「個人」と記入し、住所を記入して下さい。
　・記入に誤りがあると、参加費の合計が正しく計算されませんので、ご注意下さい。
　・シニアに参加する方については、右欄に年齢もしくは年齢確認済（○○年齢確認済）と記入ください。

種目・クラス
※個人の方は住所を

記入して下さい。

例 男子Ｄ・Ａ 豊島○太郎 豊島○二郎 早朝 個人 豊島区○○-○－○

例 女子Ｓ・Ａ 豊島○花子 早朝
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合計 0 0
【参加費合計】
　団体登録者 １０００円× 0人 ¥0

　個人 １５００円× 0人 ¥0 合計 ¥0

４．参加数内訳
男子Ｓ・Ａ 0人 女子Ｓ・Ａ 0人 ミックス・Ａ 0ペア
男子Ｓ・Ｂ 0人 女子Ｓ・Ｂ 0人 ミックス・Ｂ 0ペア
男子Ｄ・Ａ 0ペア 女子Ｄ・Ａ 0ペア ミックス・シニア 0ペア
男子Ｄ・Ｂ 0ペア 女子Ｄ・Ｂ 0ペア

男子Ｄ・シニア 0ペア

５．振込金額

６．振込者

７．振込日・振込元金融機関名 銀行

氏　名
※シングルスは左側の欄に記入。

団体名または
「個人」を記入して下さい。

¥0

　　　 月　　　　　日

1．



【平成２９年　豊島区秋季区民大会申込書】 ☆一般（個人用）

１．申込者

２．大会参加者
　・種目、クラス、氏名を正しく記入して下さい。他の団体登録者と参加する場合はその団体名を記入して下さい。
　・一般（個人）の方は、「個人」と記入し、住所（または勤務地）と連絡先を記入して下さい。
　・記入に誤りがあると、参加費の合計が正しく計算されませんので、ご注意下さい。
　・シニアに参加する方については、右欄に年齢を記入ください。

種目・クラス
個人の方は住所（又は勤務地）

連絡先を記入して下さい。

例 男子Ｄ・Ａ 豊島○太郎 豊島○二郎 早朝 個人
住所 豊島区○○-○－○
ＴＥＬ　090-○○○○-○○○
○

例 女子Ｓ・Ａ 豊島○豊子 個人
住所 豊島区○○-○－○
ＴＥＬ　090-○○○○-○○○
○
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合計 0 0

【参加費合計】

　団体登録者 １０００円× 0人 ¥0

　個人 １５００円× 0人 ¥0 合計 ¥0

３．参加数内訳

男子Ｓ・Ａ 0人 女子Ｓ・Ａ 0人 ミックス・Ａ 0ペア

男子Ｓ・Ｂ 0人 女子Ｓ・Ｂ 0人 ミックス・Ｂ 0ペア

男子Ｄ・Ａ 0ペア 女子Ｄ・Ａ 0ペア ミックス・シニア 0ペア

男子Ｄ・Ｂ 0ペア 女子Ｄ・Ｂ 0ペア

男子Ｄ・シニア 0ペア

４．振込金額

５．振込者

６．振込日・振込元金融機関名 銀行　　　 月　　　　　日

氏　名
※シングルスは左側の欄に記入。

「個人」と記入して下さい。
※団体登録者は団体名を記入

¥0


