
主催／神戸市、神戸市教育委員会、（公財）神戸市スポーツ教育協会

主管／神戸市テニス協会

後援／神戸新聞社

【期日】平成30年4月14日(土)　15日(日)　

【会場】神戸ローンテニス倶楽部　　【コート】アンツーカーコート
【予備日】 4月22日(日)　28日（土）　会場は総合運動公園に代わります】

35歳以上 単・複 1983/12/31以前生れ

40歳以上 単・複 1978/12/31以前生れ 40歳以上 単・複 1978/12/31以前生れ

45歳以上 単・複 1973/12/31以前生れ 45歳以上 単・複 1973/12/31以前生れ

50歳以上 単・複 1968/12/31以前生れ 50歳以上 単・複 1968/12/31以前生れ

55歳以上 単・複 1963/12/31以前生れ 55歳以上 単・複 1963/12/31以前生れ

60歳以上 単・複 1958/12/31以前生れ 60歳以上 単・複 1958/12/31以前生れ

65歳以上 単・複 1953/12/31以前生れ 65歳以上 単・複 1953/12/31以前生れ

70歳以上 単・複 1948/12/31以前生れ

75歳以上 複 1943/12/31以前生れ

80歳以上 複 1938/12/31以前生れ

一般 【期日】平成30年4月21(土)　22日((日)  予備日4月28日（土）

の部

種目
Ａ級 単・複 単・複
Ｂ級 単・複

【試合方法】

（その場合の参加意思の有無を必ず記入してください）

【参 加 料】  

参加資格
資格制限なし 資格制限なし

　女子40歳以上　1978/12/31以前生れ　

【会場】神戸総合運動公園テニスコート【コート】砂入り人工芝コート

男子 女子
クラス・種目 参加資格（注意:下記）

過去5年間の優勝者は不可
・JTAランキング１０００位以内は不可 【申込方法】 

・JOPベテランランキング各カテゴリ共に 　所定の申込用紙に必要事項記入の上、参加料を添えて

　　　　　　　１００以内は不可 　下記申込先に持参もしくは現金書留にて郵送して下さい。

【申 込 先】

【参加資格】 神戸市テニス協会

■神戸市内在住・在勤・在学の方、 〒651-0063　神戸市中央区宮本通1-1-1

　神戸市テニス協会加盟団体 に所属の方に限ります。 TEL（078）261-3558〔10:00～15:00迄〕

(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの記載はそれぞれ、「在住」「在勤」「在学」 【申込期間　厳守願います】 

ﾃﾆｽ協会の加盟団体のみ登録団体名となります。） 　ベテランの部　・　一般の部　共に　

■ベテランの部 (1人あたり最大申込可能数は３） 平成30年３月１日（木）～3月15日（木）

　お申込はシングルス・ダブルス各1とﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽとします。 　　　　3/15は午後3時までに必着でお願いします。

　年齢によるクラスの単複クロスオーバーはできますが、 【注意事項】

　年齢より下のクラスになります。 ■ベテランの部予備日と一般の部の日程が重なります。

■一般の部 (1人あたり最大申込可能数は２） 　申し込みには注意して下さい。

　年令の制限なく出場できます。 ■天候その他の理由により会場、試合方法等を変更

　お申込はシングルス・ダブルス各1とします。   する場合があります。

■競技中の疾病、負傷については応急処置は行いますが

■原則として、各種目の成立は3名/組とします。    その後の責任は負いません。参加者は自らの責任で

　シングルスA級にお申込の方は（ペアの内一人でも） ■総合運動公園の駐車場は有料（普通車1回500円）

　ダブルスもA級となります。   神戸ローンテニス倶楽部は収容台数に限りがあります。

   できるだけ、公共交通機関の利用をお願いします。

■試合は原則として１セットマッチ(6ｹﾞｰﾑｵｰﾙ ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ) ■当日の中止、順延等の決定は会場本部に掲示します。

  とし、SF、Fは8ゲームプロセットとします。   電話による問い合わせは一切お断りします。

■試合は日本テニス協会規則によります。

（不成立の場合は、クラスの若い年令種目に出場する事ができます。） 　 健康管理に当たるようお願いします。

【使 用 球】　　ダンロップフォート 【その他】

仮ドローは4月3日以降、神戸市テニス協会のHP

シングルス１名･･･4,000円　ダブルス１組･･･4,000円 (kobecity-ta＠kobe-tennis.jp)にアップします。　　
　

第60回　神戸市民体育大会テニス競技要項

協賛／㈱ダンロップスポーツマーケティング・六甲バター㈱・㈱トアルソン・㈱サンビルダー

☆会場は２か所です☆

ベテラン
の部

男子 女子

クラス・種目 参加資格 クラス・種目 参加資格

ミックスダブルス参加資格

男子45歳以上　1973/12/31以前生れ



ベテラン

Ｓ
受 ド

1．出場種目

男　子 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上

女　子 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上

※この申込書をもとに大会プログラムを作成いたしますので、誤りのないように楷書でご記入ください。

フリガナ〈必ず〉

氏　名

ＴＥＬ （　　　　） 携帯 （　　　　）

★神戸市テニス協会に加盟している団体に所属の場合にお書き下さい。　（なければ空欄）

※団体名は協会に登録された略称（全角7文字、または半角14文字）をご記入下さい。

神戸市 区
TEL （　　　　）

戦　　績

COPY可

★この大会の戦績がありましたらご記入ください。

現住所

勤務先名 住　　所

勤務先

所属団体

〒

〒

★１．２の項目について〇で囲んで下さい。

★出場資格が「在勤」に該当する方はご記入ください。

生年月日 　　    　　　　年　　　月　　　日

市協会使用欄

第60回　神戸市民体育大会テニス競技
ベテランの部シングルス申込用紙

２．申込種目が不成立の場合若い年令種目に

出場する　　・　　出場しない　　(必ずどちらか○で囲んでください）

※個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用致します。

申込期間　平成30年3月1日(木）～3月15日（木）
3月15日午後3時までに必着



ベテラン

D 受 ド

1．出場種目

男　子 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上 ７５歳以上 80歳以上

女　子 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上

※この申込書をもとに大会プログラムを作成いたしますので、誤りのないように楷書でご記入ください。

申し込み責任者

フリガナ〈必ず〉

氏　名

生年月日    　　　　年　　　　月　　　　日

〒 〒

TEL （　　　　） TEL （　　　　）
携帯 （　　　　） 携帯 （　　　　）

★神戸市テニス協会に加盟している団体に所属の場合にお書き下さい。　（なければ空欄）

※団体名は協会に登録された略称（全角7文字、または半角14文字）をご記入下さい。

勤務先名 勤務先名

住所〒 住所〒

神戸市 区 神戸市 区

TEL （　　　　） TEL （　　　　）

戦　　績

COPY可

ミックスダブルス

市協会使用欄

第60回　神戸市民体育大会テニス競技

勤務先

パートナー

出場する　　・　　出場しない　　(必ずどちらか○で囲んでください）

★１．２の項目について〇で囲んで下さい。

２．申込種目が不成立の場合、若い年令種目に

※個人情報につきましては、大会ドロー作成のみに使用致します。

ベテランの部ダブルス申込用紙

申込期間　平成30年3月1日(木）～3月15日（木）
3月15日午後3時までに必着

★この大会の戦績がありましたらご記入ください。

所属団体

現住所

★出場資格が「在勤」に該当する方はご記入ください。

    　　　　年　　　　月　　　　日



＜ベテランの部＞

4000円 × （　　　　） 人＝ （　　　　　　　）円

4000円 × （　　　　） 組＝ （　　　　　　　）円

＜一般の部＞

4000円 × （　　　　） 人＝ （　　　　　　　）円

4000円 × （　　　　） 組＝ （　　　　　　　）円

参加費計 （　　　　　　　）円

神戸市民体育大会テニス競技申込み集計用紙

ダブルス

※まとめて複数のお申込をされる場合に必要に応じてお使いください。

シングルス

ダブルス

シングルス


