
Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Jr. U-10 U-12
　

●テニス専門店テニストピア

選手名　

男 女 単 複 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ｊｒ. U-１０ U-1２ ¥3,000 ¥2,000

　 　 　 　 　

下段

下段

上段
西暦

         年　　月　　日

上段
西暦

         年　　月　　日

下段 携帯番号 今年度の登録 ＲＥＤは住所　小中高生料金対象者は通学先 その他の大会の戦績
いづれかに☑を！  一年以内の優勝～ベスト８までの戦績を主に！

2021第48回高石市テニスフェスティバルエントリー用紙 受領割り印

各枠ごとにいずれかに☑と選手名を記入してください
各枠ごとに☑を→

↑事務局店頭受付の場合のみ押印します

上段
氏名（フルネーム） 生年月日 必須！ 団体登録先ｏｒＴ（ＲＥＤは登録不要です） 高石市庭球連盟の大会の戦績
単は1枚に１人！ 本人特定のために正確に！ REDは任意の名称で！  一年以内の優勝～ベスト８までの戦績を主に！

　　　　 大会中止の場合は、事務局受付分の返金手続きには、受領割り印したこの要項が必要です！ T登録を
同時申請

選手名　高石市役所前通り加茂病院横 072-264-3741 水休

複 ¥3,000 ¥2,000　※ＷＥＢ送信は振替受領証のデジタル画像同送が必要
　※ＷＥＢ送信は申請者名でファイルを保存してください

郵 便 振 替 ●ＷＥＢ送信と郵送は〔郵便振替口座：00970-4-233126 高石市庭球連盟〕へ
男 女 単

　※郵送はエントリー用紙（キリトリ線で切らずに）と振替受領証のコピーを同封してください

事 務 局 ●ライオンスポーツ 羽衣駅前通り三菱ＵＦＪ銀行横 072-261-1525 水休
T登録を
同時申請

    事務局以外の切り取り厳禁

T登録
登録 　　2021年 2/11(木)～2021年3/ 9(火) 登録とエントリーは  ③事務局に持参

エントリー REDは 2021年 2/11(木)～3/26(金) 同時に限ります  〆切日必着は厳格です

参加の手順 登録とエントリーの受付期間 エントリー上の注意 エントリーは３通り

団体登録
登録 　　2020年12/14(月)～2021年1/26(火) 今年度の登録を  ①ＷＥＢ送信

エントリー 　　2021年 2/11(木)～2021年3/ 9(火) ご確認ください  ②事務局に郵送

団体登録 500円/年・人  代表者が登録料をまとめてお支払いください　登録できるクラブは一つです

T登録 1,000円/年・人  所属名は（Ｔ）となります　（Ｔ）同士の初戦対戦はあり得ます

注 意 ●エントリー〆切後は大会中止の場合を除いて取り消し，選手変更，返金はできません
●大会中止の場合は事務局まで返金手続きにお越し頂く必要があります
●プレイ中はフェイスカバーの着用をお断りします

登 録 費 登録費 注　　　　　意

要 項 発 表 ●2020年12/14(月) ※本要項はやむを得ない事情により変更することがあります

ド ロ ー ●ドロー会議は2021年3/27(土)

●ドロー発表は2021年4/8(木)予定 公式サイトにて　印刷物は当日会場でのみ限定数配布します　事務局での配布はしません

　 Ｃ級に参加できるチーム ①60才Ｂ級と60才Ｂ級 ②60才Ｂ級と60才Ｃ級  

審 判 方 法 ●セルフジャッジ ※ロービングアンパイアは常時巡回しません

個 人 情 報 ●氏名，所属，級，年齢区分，戦績は印刷物や公式ＷＥＢサイトにて公表します

 Jr： 大会期日時点で中学生以下　U-10： 2011.1.1以後に出生　U-12： 2009.1.1以後に出生　60歳以上： 1961.12.31以前に出生

参 加 級 ●2021年2／11(木)時点の戦績で級が決まります　『資格規定』でご確認下さい

年 齢 特 例 ●60歳以上は単複共に一つ下級に参加可 ※複は二人共60歳以上であること
　 Ｂ級に参加できるチーム ①60才Ａ級と60才Ａ級 ②60才Ａ級と60才Ｂ級 ③60才Ａ級と60才Ｃ級

補　　則

◇ダンロップFORT使用 ◇単は級別複との重複可（ただし同じ期日の種
目は不可） ◇級間の重複参加不可 ◇単複で異なる級への参加不可
※Ｊｒ．級とＣ級単，REDとC級単複の重複は可 ◇6組未満中止 ※女子単
はＢ，Ｃ級の何れかが6組未満でも統合し実施　◇単はSF，Fが4/25とな
る場合があります

◇総当たりとトーナメントの複合型を予定
◇ダンロップRED使用（セットボールを使
用） ◇3人未満は男女や級を統合 ◇台
風以外雨天実施 ◇U-10： 2011.1.1以後に
出生　U-12： 2009.1.1以後に出生

予 備 日 他の種目の空き時間及び5/23（日）他 予備日4/25（日）他

会    場 高師浜，浜寺臨海（砂入り人工芝）　中央緑地（ハード）　他 テニストピア屋内コート（砂入り人工芝）

エントリー料 一般：3,000円／単複 小中高生で構成：2,000円／単複 2，000円／人

試合方式
１セットマッチ・6-6タイブレイク 1セットマッチ・6-6タイブレイク ショートセット・4-4タイブレイク・ノーアド

Ａ，Ｂ，Ｃ級はセミアド Jr級はノーアド ノーアド （3-3は5-3で決着 4-4は5-4で決着）

5/16(日) Ｂ級 －

－

5/ 9(日) Ｃ級 Ｊｒ Ｃ級 Ｊｒ －

4/25(日) Ａ級 Ｂ級 Ａ級

 2021年 第48回 高石市テニスフェスティバル 要項
　■主催：高石市庭球連盟
　■後援：高石市体育協会，高石市教育委員会 

■ディレクター：粟田真一郎
■レフェリー  ：増田仁孝■大会副会長：谷恵子 辻本豊

■大会会長  ：松鵜裕児

4/18(日) Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 男Ｕ-10　男Ｕ-１2　女Ｕ-10　女Ｕ-12

　■協賛：ダンロップ,ヨネックス

概 要 男子複 女子複 男子単 女子単 RED単
不許転載

■コレフェリー：連盟理事■運営委員長：川端十平次

登録済

登録済

今回

今回

営業時間外は受付しません 事前にご確認を

12／29～１／6は受付しません

REDは不要

毎年必要

告知は全て

公式サイト

を通じて行

います

申告級不適合

は失格です

こちらを！

認定級不適合は連絡無く

直近上級に編入します

こちらを！

都道府県Jr.大会

で決まる申告級に

変更があります

U12,13単ベスト32，

複ベスト16以上は

Ｃ級となりす

ただし

U12,13単ベスト８，

複ベスト４以上はＢ

級となりす

U14以上の単ベス

32,複ベスト１６以上

はA級となります

詳しくは資格規定

RED単は団体登録不もＴ登録も不要です

RED単は↑のチェック項目の〔男，女〕と〔U10，12〕を選んでチェックを入れて下さい

高石市テニスフェスティバルＲＥＤ種目は

毎年500名以上参加する高石市庭球連盟の

春季大会の一種目として実施します

※わかりやすくするためにＲＥＤに関する項目以外は空白にしております

※ＷＥＢ送信の場合は高石市庭球連盟ＷＥＢサイトの一般要項でお申し込みください

RED単は登録不要


