
第43回 小田原テニス選手権大会（複）開催のお知らせ第43回 小田原テニス選手権大会（複）開催のお知らせ第43回 小田原テニス選手権大会（複）開催のお知らせ第43回 小田原テニス選手権大会（複）開催のお知らせ
平成26年2月４日

第４2回小田原テニス選手権(複）を下記の要項で開催致します。

奮って、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

１．種目 男子一般、女子一般、男子４５才以上、男子５５才以上、男子６５才以上、男子７０才以上、女子４５才以上

男子Ｂクラス、男子Ｃクラス、女子Ｂクラス、女子Ｃクラスの各種ダブルス

※参加が４組に満たない種目は取り止めにし、他種目への参加意思をご確認いたします。

２．日程

※参加数、天候等により日程を変更する場合もあります。

３．会場 小田原テニスガ－デン、南足柄運動公園、富士フイルム小田原（いずれも砂入り人工芝）

４．試合球 ダンロップフォート・イエロー（１試合２球。リーグ戦は別途定めます）

５． 試合方法 男女一般、男子４５才以上、５５才以上は、トーナメント方式、

全試合３セットマッチとします。各セットは、タイブレーク・セットとします。

全種目、ノーアドバンテージ・スコアリング方式とします。

男女Ｂクラス、男女Ｃクラス、男子６５才以上／７０才以上、女子４５才以上はリーグ戦を行った後、決勝トーナメント

または決勝リーグを行います。

リーグ戦は６ゲ－ム１セットマッチ（タイブレークセット）を原則とし、ドローにて別途定めます。

但し、参加者数・天候等により、試合方法が変更される場合があります。

６．参加資格 ２市７町（小田原市、南足柄市、大井町、松田町、開成町、山北町、中井町、

真鶴町、箱根町）在住、在勤、在学の方。または、小田原テニス協会に所属団体の方。

男子４５才以上：昭和44年（1969年）12月31日以前出生の方

男子５５才以上：昭和34年（1959年）12月31日以前出生の方

男子６５才以上：昭和24年（1949年）12月31日以前出生の方

男子７０才以上：昭和19年（1944年）12月31日以前出生の方

女子４５才以上：昭和44年（1969年）12月31日以前出生の方

●男子Ｂクラス､女子Ｂクラスは、中級者の方むけのクラスです。

　　参加の目安：リーグ戦や年齢別には出場しているが、一般の大会はちょっと・・・という方

　　　　　　　　　（中学生以上。ただし、小学４年生以上でも、パートナーが高校生以上なら可）

　　参加できない人：過去３年間で、小田原選手権一般の試合で、1回以上勝ったことのある人

●男子Ｃクラス､女子Ｃクラスは、初級者の方むけのクラスです。

　　参加の目安：試合に初めて参加する、またはあまり参加していない、或いはリーグ戦でもなかなか勝てない・・という方

　　　　　　　　　（中学生以上。ただし、小学４年生以上でも、パートナーが高校生以上なら可）

　　参加できない人：過去３年間で、小田原選手権一般に出場したことのある人

●重複出場について

　　一般、Ｂクラス、Ｃクラス、のいずれか１種目、と年齢別種目に重複出場可能です。

　　年齢別種目は、他の年齢別種目との重複出場も可能です。（ただし日程にご注意ください）

＜要　項＞

5月5日 5月11日 5月17日 5月18日 5月24日 5月25日 5月31日 6月1日 6月7日

祝 日 土 日 土 日 土 日 土

○ ○ 予備 ○ 予備

○ ○ 予備 ○ 予備

○ ○ ○ 予備

○ ○ ○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

○ ○ 予備

男子４５才以上

日程

男子一般

女子一般

女子Ｃクラス

女子Ｂクラス

男子Ｃクラス

男子Ｂクラス

男子５５才以上

男子６５才以上

女子４５才以上

男子７０才以上



７．参加費用 １組　４，０００円〔１８才以下(平成7年１月１日以降出生の方)は半額（１人1000円）〕

８．申し込み 　①郵便振替にて、備え付けの払込取扱票［普通払い込み(青)］にてまとめて入金してください。

　　■口座記号および番号 ００２９０－８－１２４５８２　　　■加入者名 小田原テニス協会

　　■通信欄：団体名・参加組数を記入。

　②申込用紙／種目別参加者リスト　に必要事項を記入の上、払込請求書兼受領証

　　　　　　　　　　下記申込先へ現金書留で郵送して下さい。　　（またはご利用明細書）を添付し、下記申込先へ郵送／メールにてお送りください。

　　　　　　　　　　下記申込先へ現金書留で郵送して下さい。　　（申込用紙は申込単位で１部、種目別参加者リストは種目ごとに各１部作成の事。）

　　申込み先 〒258-0021　足柄上郡開成町吉田島4307-4-2-314

藤村真理　宛

Email：　dkyfr073@ybb.ne.jp  

　　　　　　　　☆申し込み締切：　４月８日（火）　必着☆申し込み締切：　４月８日（火）　必着☆申し込み締切：　４月８日（火）　必着☆申し込み締切：　４月８日（火）　必着

９．ドロー公開 小田原テニス協会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上（http://www.odawara-ta.org）で公開します。

また、各団体にもメールいたします。郵送を希望される方は、お申し込み時に、

表に住所・氏名、を記入し、90 円切手を貼った返信用封筒＜長3 号120mm×235mm ＞を同封してください。

１０．大会役員 ディレクター：岸本正彦、　レフェリー：岩本良則

１１．問合せ先 岩本良則　　Email：y-iwamoto480116@nifty.com TEL:080-3407-1880(テニス協会専用)

高尾俊之　　Email：takao@spa.nifty.com TEL:080-1021-8599

１２． その他 ・すべてのプレーヤーを公平に扱います。

・本要項は、天候等やむをえない事情により変更される場合があります。

・本大会上位入賞者は平成27年度神奈川県テニス選手権（複）へ協会より推薦致します。

　　（但し、神奈川県テニス選手権への推薦は、当協会所属団体員に限る）

主催　小田原テニス協会　http://www.odawara-ta.org/

後援　小田原市体育協会／南足柄市

協賛　（株）ダンロップスポーツマーケッティング

大会申込書に記載いただいた個人情報については、年齢基準の確認・大会プログラムへの掲載・大会資料・納会
資料・ランキング作成資料に使用します。また、ドロー、入賞者を当協会のホームページに掲載します。その他個人
情報については、本人の同意を得ることなく第三者には提供しません。



種目別参加者リストに記入の上、本申込書に各種目ごとの参加組数をご記入ください。

　
金額確認 払込票照合

女子　４５才以上

男子　５５才以上

合計

協会使用欄
種目別組数確認

男子　７０才以上

男子　一般

種目

2 ¥18,000

男子　４５才以上

（記入例）

女子　Ｃクラス

男子　Ｂクラス

郵便局（郵貯銀行）で払い込んだ払込票を
（ＡＴＭの場合、ご利用明細票

窓口の場合は、振替払込請求書兼受領書）
ここに貼ってください。（コピー可）

（合計金額と払込票金額が一致している
ことを再確認してください）

女子　Ｂクラス

電話

★１８才以下人数
（1000円／人引き

です）

参加費
（Ｅｘｃｅｌ：自動計算。
手書き：自分で計算）

Ｅ－Ｍａｉｌ

4000×組数
－1000×18才以下人数

Excelに直接入力する場合は、★の列に数字のみ記入すれば参加
費は自動計算されます。　手書きの場合は参加費もご記入ください。

女子　一般

第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　大会 申込書第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　大会 申込書第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　大会 申込書第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　大会 申込書

 団体名

申込代表名

住　　所
〒

5

★組数
（参加者リストと不一致
がないようご注意くださ

い）

男子　６５才以上

男子　Ｃクラス



男子 　一般　Bクラス　　Ｃクラス　　45才以上　　55才以上　　65才以上　　70才以上

女子 　一般　Bクラス　　Ｃクラス　　45才以上　

　　　参加種目に、○を付けて下さい。（ １枚には、１種目のみ記入すること。 ）

Ｎｏ． 所 属 団 体
生年月日

(年齢別参加者および18
才以下の方のみ記入)

備考
（戦績、ﾗﾝｷﾝｸﾞ等）

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　種目別参加者リスト第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　種目別参加者リスト第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　種目別参加者リスト第４３回（H26） 小田原テニス選手権（複）　種目別参加者リスト

種目

 団体名

氏    名

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

(ﾌﾘｶﾅ)

＊注３ ：　JTA／ベテランＪＯＰランキングを持つ方は、備考欄に最新の種目と順位を記入してください。

＊注１ ： 氏名欄には、必ずフルネームで楷書でわかりやすく記入してください。（フリガナを必ず記入してください。）

＊注２ ： 18才以下、男子45才以上／55才以上／65才以上／70才以上、女子45才以上は、生年月日を記入してください。



郵便振替方法

参考資料：払込書による参加費送金方法

１．払込書に記入する

ゆうちょ銀行（郵便局）にいって下記の「払込取扱票」に記入します
払込取扱票は、郵便局の各種用紙の記入場所に通常おいてあります。
見つからない場合は、「青色の払込用紙」といえばわかると思います。

記入方法 ①口座番号 ００２９０－８－１２４５８２　（注：数字は右詰で記入）
②加入者名 小田原テニス協会
③金額 （合計金額）・・・下の図の９９９９９はサンプルです
④通信欄 （団体名、申込ペア数）・・・例：チーム青森　８組
⑤依頼人住所・氏名・電話番号

２．記入した払込取扱票と振込金額を用意し、窓口またはATMで振り込みます。

（払込書による振込みは、ATMの方が手数料が安く、窓口よりも取扱い時間が長いのでお勧めします）
（郵便貯金の自分の口座／カードがある方は、現金でなく、払込書＋カードでも利用可能です）

①①①①

8888 12458212458212458212458200290002900029000290
小田原テニス協会小田原テニス協会小田原テニス協会小田原テニス協会

③③③③
①①①①

②②②② 124582124582124582124582

00290002900029000290 8888

（依頼人住所（依頼人住所（依頼人住所（依頼人住所

氏名氏名氏名氏名

電話番号）電話番号）電話番号）電話番号）

（団体名（団体名（団体名（団体名 合計ペア数）合計ペア数）合計ペア数）合計ペア数）④④④④

⑤⑤⑤⑤

99999999999999999999

小田原テニス協会小田原テニス協会小田原テニス協会小田原テニス協会②②②②

③③③③ 99999999999999999999

（依頼人氏（依頼人氏（依頼人氏（依頼人氏

名）名）名）名）
⑤⑤⑤⑤

見本

- 5 -



郵便振替方法

ATM操作方法（払込書を扱える機械の必要がありますが、大抵はあると思います）
①払込書の扱えるATMをみつけましょう。機械上部に下の写真のような部分があるATMです。

②操作パネルで
　「ご送金」－「払込書でのご送金」を選択します

③記入した払込書を記入した面を上にして
　挿入口に挿入します。

④あとは画面の指示に従って操作してください。
　払込書の確認などが続きます。振込金額については、再度入力が必要です。
　現金またはカードから振込金額＋手数料（８０円）を支払います。

⑤ご利用明細票が出ますので、必ずお受け取りください。
　（参加申込書にこの利用明細（コピーでも可）を貼ります）
　（ATMではなく、窓口から振込した場合は、
　払込取扱票の右側に印を押したものが返却されますので
　これを参加申込書に貼ります）

払込金額をご確認ください

ご 利 用 明 細 票

お取扱日 店番 取扱番号

２３－０３－１５ ８８８８８ Ａ９９９９９９９

取扱店 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

払込口座 ００２９０－８　　１２４５８２

払込金額 ＊９９，９９９ 料金 ＊８０

振替受付票

払込みの証拠と

ここに払込票右側 なるものですか

の口座番号や ら大切に保存し

加入者名・金額 て下さい。

ご依頼人の部分 料金には、消費

のコピーがはいり 税等が含まれて

ます。 います。

（ゆうちょ銀行）

入金額 ＊７７，７７７

おつり ＊２０
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郵便振替方法

（払込書による振込みは、ATMの方が手数料が安く、窓口よりも取扱い時間が長いのでお勧めします）
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郵便振替方法
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