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平平成成２２44 年年度度  年年末末パパーーテティィーーののおお知知ららせせ  

＊＊  年年末末パパーーテティィーー  

〔〔１１〕〕日日時時      22001122 年年 1122 月月 88 日日（（土土））受受付付開開始始 1177：：0000  開開会会 1177：：3300～～2200：：0000  
〔〔２２〕〕場場所所      アアフフィィーーテテ葉葉山山  三三浦浦郡郡葉葉山山町町堀堀内内１１－－１１  電電話話 004466――887755――22554411  
                （（逗逗子子駅駅  新新逗逗子子駅駅よよりりババスス  葉葉山山一一色色（（海海岸岸廻廻りり行行））鐙鐙摺摺  下下車車））    
〔〔３３〕〕会会費費      男男性性  ５５００００００円円、、  女女性性  ４４００００００円円  
〔〔４４〕〕申申込込みみ    委委員員（（佐佐藤藤弓弓子子、、吉吉原原弘弘美美、、吉吉井井真真理理子子））よよりりパパーーテティィーー券券ををおお求求めめ下下ささいい。。  
                販販売売はは 1100 月月第第 33 週週かからら開開始始しし 1122 月月 11 日日（（土土））迄迄のの予予定定でですす。。  
                販販売売場場所所はは、、池池子子第第一一運運動動公公園園テテニニススーートト、、久久木木テテニニススココーートト等等でですす。。  

・・  逗逗子子テテニニススククララブブのの会会員員がが年年１１回回顔顔をを合合わわせせるる楽楽ししいい立立食食パパーーテティィーーでですす。。例例年年好好評評のの料料理理    
デデザザーートトにに加加ええ  ビビンンゴゴ大大会会のの商商品品もも多多彩彩にに準準備備いいたたししまますす。。  
新新入入会会員員のの方方ををははじじめめ、、皆皆様様おお誘誘いい合合わわせせののううええ、、多多数数のの参参加加ををおお待待ちちししてていいまますす。。  

・・  ビビーールル、、ソソフフトトドドリリンンククははフフリリーードドリリンンククににななりりまますす。。会会場場へへののおお酒酒類類のの持持ちち込込みみ OOKK でですす。。  
日日本本酒酒、、ワワイインン、、ウウイイススキキーー、、ブブラランンデデーーななどどのの、、前前日日、、当当日日ののごご寄寄付付をを大大歓歓迎迎いいたたししまますす。。  

・・    ごご不不明明なな点点ががごござざいいままししたたらら  巻巻末末をを参参照照ののううええ  門門脇脇ままでで連連絡絡くくだだささいい。。  
 

第 66 回秋季オール逗子テニス大会および平成 24 年度第 19 回逗子シングルス大会要綱 
主催  逗子市テニス協会        
運営  逗子テニスクラブ（競技企画部） 

 
第 66 回秋季オール逗子テニス大会（男子・女子）ダブルス戦と第 19 回逗子シングルス大会を下記の要

綱にて開催しますのでご参加ください。尚、ダブルス戦は①日頃練習を中心にテニスを楽しまれている

方々が、少しでも多く参加できるよう、これまで試合経験の無いあるいは乏しい方々を対象とした 
B クラスと、②日頃試合を楽しんでいる方々を対象とした A クラスの 2 クラスを設けて、且つ、試合が

たくさんできる試合内容としましたので多くの方々のご参加を望みます。 
大会要領 

１． 日時：平成 24 年 11 月 3 日(祭)と 11 月 4 日(日)――――― 
2 日間に渡る試合です。 

２． 場所：逗子池子第一運動公園コート・・・・・・4 面全日 
３． 試合方式 



   ３－１．シングルス戦 

１）男・女シングルスの 1 クラス  
(男・女各１６名)但し各試合とも応募状況により多少の増減も考慮する 

２）トーナメント方式（本戦、コンソレーション戦予定） 
３）方式：６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式。但し、準決勝、決勝は 8 ゲームプロセットマ

ッチ、１２ポイントタイブレーク、ノーアドバンテージ方式とする。 
４）但し申し込み数・・・等により試合方法を変更することもある。 
５）シングルス戦参加資格：逗子市在住、在勤務、在クラブ、在学のいずれか。 

ダブルス戦への重複エントリーは、出来ません。 

   ３－２．ダブルス戦 

1) 年齢を問わずに、これまでに試合経験のあるクラス（A クラス）とこれまでに試合経験の無

いあるいは、経験に乏しいが大会に参加してみようという方々を対象にしたクラス（B クラ

ス）の 2 つのレベルに分けて実施します。初心者の積極的なご参加を期待します。 
（男女共、A クラス 16 組、B クラス 8 組） 

2)ラウンドロビン方式（リーグ戦と順位別トーナメント戦） 
3) 試合：1 日目は組分けブロックによるリーグ戦、2 日目は順位別トーナメント戦 

 1 日目（リーグ戦）：４ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式（略：ノーアド方式） 
 2 日目（トーナメント戦）：決勝ラウンドはトーナメント６ゲーム先取、ノーアド方式 
             リーグ戦・4 ゲーム先取ノーアド方式 

4）クラス分け：エントリーは自己申告です。 
但し・過去にＢクラスで優勝したペアーは同じクラスにはエントリー出来ません） 

5)申込み数・・・等により試合方法を変更することがあります。 
6）ダブルス参加資格：逗子市在住、在勤、在クラブ、在学のいずれか及び、 

うみかぜクラブ会員であること。 
７）ダブルスでペアーの組めない方は個人でエントリー可能。ドロー会議にてペアーをセット

します。但し、ペアーが成立しなかった場合は参加をご遠慮願うこともあります。 
８）シングルス戦への重複エントリーは出来ません。 

4.参加費：シングルス戦、ダブルス戦とも２０００円／名・  参加申込書により参加費納入の義務を

生じますが、事務手続きの都合上、参加費は試合当日に徴収します。 
5 申し込み締切日：平成 24 年 10 月 20 日（土）正午（12 時）まで  

（ドロー会議は 15 時よりアリーナにて） 
6.申込み先：① 池子第一運動公園テニスコート内逗子体育協会  

（申込書は池子コート逗子体育協会にあります） 
  ② 逗子テニスクラブ競技企画委員［加藤(誠)、野村(顕)、土屋、安藤、野田、 

中山（倫）、藤井、小野寺、安田（直）、星野］のいずれかまで申込み下さい。 
  ③ その他の協会加盟各所属テニスクラブの逗子市テニス協会理事まで。 

7.その他：ドロー表を 10 月 21 日（日）に池子第一運動公園コート、久木運動場テニスコート、グリ

ーンヒルテニスコート、市役所テニスクラブ掲示板、逗子テニスクラブコート等に掲示しま

すので、参加者は各自の試合開始時刻を確認し、当日は試合開始の 15 分前までに受付を済ま



せてください。試合開始時刻に遅れた場合は棄権とみなします。 
その他、競技規則は 2012 年度版「コートの友・テニスルール」の規則に準じます。 

8.雨天の場合：天気の具合で試合の実施が危ぶまれる場合は逗子テニスクラブ競技企画部とテニス協

会が協議し、当日の午前 8 時 30 分までに実施の可否を決め、池子運動公園テニス会場に掲示

しますので、参加者は会場で実施の可否を確認してください（電話での問い合わせはご遠慮

ください）。天気の状況により試合方法等が変更となることがあります。2 日間ともプレーが

できないような天候の場合、大会は中止となります。 

 平成 24 年度第１9 回逗子シングルス大会申込書 
        （参加費は大会当日、受付にてお支払い下さい） 
  日時；平成２4 年１１月３日(祝)と１１月 4 日(日)の２日間に渡る試合です。 
      申し込み締切日 ： 10 月 20 日（土）正午（12 時まで） 
  種目： 男子シングルス、 女子シングルス ・・・いずれかに○で囲んで下さい 
    氏名   
   住所   
   電話   
   所属 ＊１   
   戦歴 ＊２   
   参加費  ２０００円/人 
＊１ 所属は逗子市在住、在勤務、在クラブ、在学を記入してください。 
＊２ 戦歴 あれば記入してください。 

ダブルス戦への重複エントリーは、今大会は出来ません。 

 第 66 回秋季オール逗子テニス大会ダブルス戦申込書 
        （参加費は大会当日、受付にてお支払い下さい） 
  日時：平成２4 年１1 月３日（祝）と１１月 4 日（日）の２日間に渡る試合です。 
      申し込み締切日 ： 10 月 20 日（土）正午（12 時まで） 
  種目： Ａクラス（試合経験のある方）、Ｂクラス（初心者あるいはそれに準ずる方） 
      いずれかに○で囲んで下さい。 
 男子ダブルス A 女子ダブルス A 
氏名     
住所     
電話     
所属 ＊１     
参加費 ２０００円/人・ペアーで４０００円 

 
 男子ダブルス B 女子ダブルス B 
氏名     
住所     
電話     
所属 ＊１     
参加費 ２０００円/人・ペアーで４０００円 

 



＊ １ 所属は、逗子市在住、在勤、在クラブ、在学、うみかぜクラブ会員 を記入してください。 
     シングルス戦への重複エントリーは、今大会は出来ません。 
★パートナーの組めない方は、個人（単独）で申し込みください。ドロー会議でペアーのセットを 

行います。但しペアーが成立しない場合は参加をご遠慮願うことご容赦願います。 
 

会費納入のお願い 
① 4 月 1 日より 6 月末日迄に 2012 年度の「逗子テニスクラブ」の年会費納入をお願いしております。 

未納の方は、至急の納入にご協力ください。（逗子テニスクラブ会員全員が対象です。） 
みずほ銀行逗子支店 普通預金 口座番号  １１１１３８１ 道山章子 
正会員 ２５００円、 家族会員 １０００円 です。 宜しくお願い致します。 

② 2012 年度の池子コート「土曜講習会」参加者の年会費納入をお願いしております。 
 逗子テニスクラブ会員で、土曜講習会に参加される方は①とは別に下記に納入ください。 
 みずほ銀行逗子支店 普通預金 口座番号  １９８７９４５ 土曜講習会 

会費  ３０００円  
（ご家族分まとめての振込みも可、その際は振込み人名にご家族名も付記してください） 
 
ご自分の本年度の会費納入の有無について確認を希望されるかたは門脇までご連絡ください。 
ZTC 会計に確認のうえ、お知らせいたします。  
 

逗子テニスクラブのホームページの URL は以下のとおりです。 
http://cyclone.youngleaf.dyndns.tv/ztc/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 2012 年 9 月 1 日 


