
第11回ﾖﾈｯｸｽﾃﾆｽ大会兼全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会香川県予選の 

申込締切日の変更についてお知らせ 

 

平成２６年１月１８日  

大会運営委員会 

 

標記大会の日程変更に伴いまして、申込締切日を以下のとおり変更させていただきますのでお知

らせいたします。 

 

申込締切日の変更 

変更前  平成２６年１月１７日（金） 

 

変更後  平成２６年１月２４日（金） 

 

 

 

 

第11回ﾖﾈｯｸｽﾃﾆｽ大会兼全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会香川県予選の 

日程変更についてお知らせ 

平成２６年１月１３日  

大会運営委員会  

 

2/9～2/14にかけて、「第2回全国ベテランテニス選手権大会」を香川県で開催致しますが、  

全国からの参加者が予想以上に多く６００を超える（昨年：400強）の参加をいただきました。  

つきましては、現況として現予約コート数では消化できない状況となりました。  

皆様におかれましては、すでに予定等組まれていたことと存じますが、香川県で主催する全国  

大会を成功させるため、断腸の思いでありますが、都市対抗香川県予選大会の本選（シングルス）

を、予備日の２月２３日（日）に変更させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。  

（注：ダブルスについては変更なし）  

記 

 

変更前 平成２６年２月 ９日（日）（シングルス本選）  

 

変更後 平成２６年２月２３日（日）（シングルス本選）  

 

どうぞよろしくご理解のほどお願い申し上げます。 



1 主　　　催 香川県テニス協会

2 後　　　援 ヨネックス株式会社

3 大会運営 　運営団体 　T.P.K（莨谷）・シーサイド（上野）・丸亀インドア（宮武）

　レフェリー 河井　裕輔 　アシスタントレフェリー 莨谷　英生、上野　明

4 日　　　時

5 場　　　所 県営総合運動公園テニス場　　（砂入り人工芝コート）

6 種　　　目
　シングルス １部
　ダブルス ２部
　シングルス １部
　ダブルス

・ベテラン男子１部と、女子１部は、昭和４４年１２月３１日以前出生の者。
・ベテラン男子２部は、昭和３４年１２月３１日以前出生の者。
・申し込みが、ドローサイズを超えた場合は、大会運営委員会（ドロー会）にて出場選手
　を決定します。
・ＪＴＡトーナメント諸規程ドローサイズに準じたワイルドカードを設ける場合があります。

7 参加資格 ・香川県テニス協会登録者に限る。（ジュニア可）
・及び、以下のいずれかが香川県であること。
 (ｱ) 居住地を示す現住所
 (ｲ) 勤務地
 (ｳ) ふるさと（卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地）
　 ※(国民体育大会）ふるさと選手制度に基づき、所定の方法により、「ふるさと」登録を要する。

8 競技方法 ・各種目とも、８ゲームズプロセット、セミアドバンテージ方式（各ゲーム2回目のデュースのとき、
　ノーアドバンテージ方式に切り換える）のトーナメント。
・ただし、参加者数や天候などの事情により変更する場合があります。
・審判は、セルフジャッジとします。（ロービングアンパイアを設ける場合がある。）
・本大会は、特別に明記したことを除き、「ＪＴＡテニスルールブック２０１３」に準拠します。
・本大会は、「ポイントペナルティ制度」、「チェアアンパイアのつかない試合方法」を適用します。
・服装についても、「ＪＴＡテニスルールブック２０１３」に準拠します。　　
　（参考：Tシャツは不可、色は自由）

9 使  用  球 ヨネックス・マッスルパワートーナメント

10 ワンコイン制度　本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり、参加料とは別途、各種目
　　　　　　 　　　　ワンコイン制度金１００円を負担願います。

11 参　加　料 ダブルス　　　　１組　　 ４，1００円  (参加料　４，０００円＋ワンコイン制度金　１００円）
シングルス　　  １名 　　２，１００円　(参加料　2，０００円＋ワンコイン制度金　１００円）　　

12 申込方法 平成２６年１月１７日（金）必着で下記に申し込んでください。

　〒760-0078　高松市今里町１丁目３２-８
香川県テニス協会　事務局

　TEL・FAX　０８７－８６１－３６４３
　携帯電話　 ０９０－４３３５－９７８８
　Ｅ－mail　　kta@kta-tennis.org

参加料は、加盟団体で一括取りまとめの上、申込期日までに郵便振替で納入ください。

　　郵便振替　　　０１６００－２－５２１１　　　香川県テニス協会

９：３０試合開始・９：００集合(現地集合を原則とする)平成２６年２月　９日（日）

女子一般

種　　　　　　目

男子ベテラン

第１１回　ヨネックステニス大会兼

　　　　　２月２３日（日）

シングルス

ダブルス

予備日

３２名

全日本都市対抗テニス大会香川予選大会要項

　　　　　２月１６日（日） 〃

ドローサイズ 種　　　目
16組
16組

男子一般

ドローサイズ

16組
３２組 〃
３２名

女子ベテラン

ダブルス

３２組
ダブルス

２３日

２４日(金) 



13 ド　ロ　ー ・ドローは、大会運営委員会（ドロー部会）において作成します。
・ドロー作成後、各加盟団体にE-mailにて配信するとともに、香川県テニス協会ホームページ
上で公開します。

14 連絡事項 本大会運営に割り当てられている加盟団体の連絡責任者は、運営参加者を把握の上、
レフェリーまで必ず連絡してください。

15 代表選手 選考の結果を基本に、協会において決定します。

16 注意事項 大会当日、選手は受付を行ってください。欠員（ＷＯ等）があった場合は、別途受付を行った
補欠選手をドローに補充します。（補欠者も大会当日受付を行う。）

17 そ　の　他 ・本大会はＫＴＡランキング対象大会です。
・大会中における負傷・傷病・事故などについては、応急処置はとりますが、その他の一切の
責任は負いません。水分の補給や当日の健康管理などは各自で十分行ってください。



第 11 回ﾖﾈｯｸｽﾃﾆｽ大会兼全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会香川県予選の 

日程変更についてお知らせ 

 

平成２６年１月１３日 

大会運営委員会 

  

 2/9～2/14 にかけて、「第 2 回全国ベテランテニス選手権大会」を香川県で開催致しますが、 

全国からの参加者が予想以上に多く６００を超える（昨年：400 強）の参加をいただきました。 

つきましては、現況として現予約コート数では消化できない状況となりました。 

皆様におかれましては、すでに予定等組まれていたことと存じますが、香川県で主催する全国 

大会を成功させるため、断腸の思いでありますが、都市対抗香川県予選大会の本選（シングルス）

を、予備日の２月２３日（日）に変更させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。 

（註：ダブルスについては変更なし） 

  

記 

  

       変更前 平成２６年２月 ９日（日）（シングルス本選） 

  

       変更後 平成２６年２月２３日（日）（シングルス本選） 

  

どうぞよろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

  

 



1 主　　　催 香川県テニス協会

2 後　　　援 ヨネックス株式会社

3 大会運営 　運営団体 　T.P.K（莨谷）・シーサイド（上野）・丸亀インドア（宮武）

　レフェリー 河井　裕輔 　アシスタントレフェリー 莨谷　英生、上野　明

4 日　　　時

5 場　　　所 県営総合運動公園テニス場　　（砂入り人工芝コート）

6 種　　　目
　シングルス １部
　ダブルス ２部
　シングルス １部
　ダブルス

・ベテラン男子１部と、女子１部は、昭和４４年１２月３１日以前出生の者。
・ベテラン男子２部は、昭和３４年１２月３１日以前出生の者。
・申し込みが、ドローサイズを超えた場合は、大会運営委員会（ドロー会）にて出場選手
　を決定します。
・ＪＴＡトーナメント諸規程ドローサイズに準じたワイルドカードを設ける場合があります。

7 参加資格 ・香川県テニス協会登録者に限る。（ジュニア可）
・及び、以下のいずれかが香川県であること。
 (ｱ) 居住地を示す現住所
 (ｲ) 勤務地
 (ｳ) ふるさと（卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地）
　 ※(国民体育大会）ふるさと選手制度に基づき、所定の方法により、「ふるさと」登録を要する。

8 競技方法 ・各種目とも、８ゲームズプロセット、セミアドバンテージ方式（各ゲーム2回目のデュースのとき、
　ノーアドバンテージ方式に切り換える）のトーナメント。
・ただし、参加者数や天候などの事情により変更する場合があります。
・審判は、セルフジャッジとします。（ロービングアンパイアを設ける場合がある。）
・本大会は、特別に明記したことを除き、「ＪＴＡテニスルールブック２０１３」に準拠します。
・本大会は、「ポイントペナルティ制度」、「チェアアンパイアのつかない試合方法」を適用します。
・服装についても、「ＪＴＡテニスルールブック２０１３」に準拠します。　　
　（参考：Tシャツは不可、色は自由）

9 使  用  球 ヨネックス・マッスルパワートーナメント

10 ワンコイン制度　本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり、参加料とは別途、各種目
　　　　　　 　　　　ワンコイン制度金１００円を負担願います。

11 参　加　料 ダブルス　　　　１組　　 ４，1００円  (参加料　４，０００円＋ワンコイン制度金　１００円）
シングルス　　  １名 　　２，１００円　(参加料　2，０００円＋ワンコイン制度金　１００円）　　

12 申込方法 平成２６年１月１７日（金）必着で下記に申し込んでください。

　〒760-0078　高松市今里町１丁目３２-８
香川県テニス協会　事務局

　TEL・FAX　０８７－８６１－３６４３
　携帯電話　 ０９０－４３３５－９７８８
　Ｅ－mail　　kta@kta-tennis.org

参加料は、加盟団体で一括取りまとめの上、申込期日までに郵便振替で納入ください。

　　郵便振替　　　０１６００－２－５２１１　　　香川県テニス協会

16組
３２組 〃
３２名

女子ベテラン

ダブルス

３２組
ダブルス３２名

全日本都市対抗テニス大会香川予選大会要項

　　　　　２月１６日（日） 〃

ドローサイズ 種　　　目
16組
16組

男子一般

ドローサイズ

９：３０試合開始・９：００集合(現地集合を原則とする)平成２６年２月　９日（日）

女子一般

種　　　　　　目

男子ベテラン

第１１回　ヨネックステニス大会兼

　　　　　２月２３日（日）

シングルス

ダブルス

予備日

XPMUser
テキストボックス
23日(日)

XPMUser
線



13 ド　ロ　ー ・ドローは、大会運営委員会（ドロー部会）において作成します。
・ドロー作成後、各加盟団体にE-mailにて配信するとともに、香川県テニス協会ホームページ
上で公開します。

14 連絡事項 本大会運営に割り当てられている加盟団体の連絡責任者は、運営参加者を把握の上、
レフェリーまで必ず連絡してください。

15 代表選手 選考の結果を基本に、協会において決定します。

16 注意事項 大会当日、選手は受付を行ってください。欠員（ＷＯ等）があった場合は、別途受付を行った
補欠選手をドローに補充します。（補欠者も大会当日受付を行う。）

17 そ　の　他 ・本大会はＫＴＡランキング対象大会です。
・大会中における負傷・傷病・事故などについては、応急処置はとりますが、その他の一切の
責任は負いません。水分の補給や当日の健康管理などは各自で十分行ってください。




