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平成３０年１１月２日 

第１６回川崎市民ミックスダブルステニス大会要項 
主催 川崎市テニス協会 

後援 川 崎 市 

(公財)川崎市スポーツ協会 

 
下記要項により川崎市民ミックスダブルステニス大会を開催します。 

 

記 

 １．期 日   平成３１年 ３／３、９、１６、１７，２１ 

 ２．会 場   富士見コート，等々力コート 

 ３．種 目  (１） 一般ダブルス 

(２） ９０才以上ダブルス 

（男子４５才以上、１９７４年１２月３１日以前出生） 

(３） １００才以上ダブルス（男子は４５才以上）  

(４） １１０才以上ダブルス（男子は４５才以上）     

         (５） １２０才以上ダブルス（男子は４５才以上）   

(６） １３０才以上ダブルス（男子は４５才以上） 

         (７） １４０才以上ダブルス（男子は４５才以上） 

年令種目は４組以下の場合は不成立とし、若い年令に組み入れます。 

参加できるのは１種目です。 

2019 年 12 月 31 日時点での年令で計算してください。 

エントリーが多数で大会期間で試合を消化できない場合は抽選を行います。  

 ４．試合方法 全試合８ゲーム先取ノーアド方式 

日程・会場の都合により，１日試合の数が３試合になることもあります。 

使用ボールはダンロップフォートイエロー 

          （その他、JTA テニスルールブック２０１８に準ずる） 

 ５．参加資格 川崎市テニス協会加盟団体加入者、川崎市在住、在勤者、在学者 

※個人申込者は必ず川崎市在勤・在住・在学であること（申込書に連絡先明記） 

※二人とも参加資格を満たしていること。 

 ６．参加料   どちらか一方または両方が川崎市テニス協会加盟団体加入者 ペアで４，０００円  

           二人とも個人(在勤・在住・在学)  ペアで５，０００円 

 ７．申込方法 

申込書（Excel）に必要事項を記入し、参加料を添えて申込んで下さい。 

今回より、申込書はドロー会議のＩＴ化のためドロー用記入欄を削除し、簡素化しました。 

申込方法は銀行振込、直接申込の２通りがあります。（現金書留は廃止） 

それぞれ注意事項がありますので、よくお読みになってお申込みください。 

 

（１）銀行振込 PC メール（Excel で申込用紙作成）での受付 

PC メールが利用できない場合は銀行振込での申込みは不可とします。 

（直接スポーツ店へ申込みをご利用下さい。） 

①参加料を振り込み、大会申込書（Excel）に必要事項を明記の上、下記あてに PC メールに添付し、 

送信してください。 

※セキュリティの関係で Excel ファイルが送信できない場合に限り、Excel を PDF化したファイルのみ 

受け付けます。画像ファイル(JPEG,GIF他)は受け付けません。 

【参加料振込先口座】 （コンビニ、ネットバンキングﾞでも可能です）  

 三菱東京ＵＦＪ銀行川崎支店  普通 ０５６１３０１ 

 名義      大会参加費  川崎市テニス協会代表    加倉井 浩一 

タイカイサンカヒカワサキシテニスキョウカイダイヒョウカクライコウイチ 

名義を入力する場合は下記の短縮名称でも可能です。 

タイカイサンカヒカワサキシテニスキヨウカイダイヒヨウ 
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【大会申込書送信先】 

川崎市テニス協会 市民大会担当 （shimintaikai@kawasaki-tennis.jp） 

 

上記にメールを送信すると自動返信メールが来ますので、必ず確認してください。 

数時間待って届かない場合はメールが送信エラーになっていないかをご確認ください。 

※Gmail をご利用の場合は、Gmail 側の仕様により、自動返信が届かない場合がありますので、 

  お問い合わせください。 

※メールの件名は「第 16 回市民ミックス申込」とし、本文に「振込完了日」と「振込人名」を 

記載してください。 

      振込済で申込書が届いていない場合はホームページに振込人名を提示しますので、速やかに 

     ご連絡ください。 

②加盟団体の方は振込人名に必ず、団体コード、団体名を記入してください。 

非加盟（２人が非加盟）の方は、申込者のどちらかの方と振込人名が同一者にして下さい。 

③領収書は振込明細書をご利用下さい。 

領収書が必要な方は振込の際に返送費用８２円を一緒に振込んで下さい。 

④エントリーは申込用紙送付、振込の両方が完了した時点でエントリー完了と致します。 

大会申込書をメールして頂く際に、振込完了済みとメール頂けると照合しやすくなりますので、ご協力お

願い致します。 

振込済みでも申込用紙の受付確認が出来ないとエントリーは完了されておりません。 

受付け確認できない場合は振込人名をホームページに提示いたしますので、その場合はご連絡下さい。 

⑤振込手数料は各自でご負担下さい。 

 

（２）直接申込（FAX、郵送は受け付けません） 

   ラケットショップ・フジ川崎店のみ受け付けます。 

記入済の申込書と参加料を持参して申し込んでください。（スポーツ店で記入はしないで下さい） 

【直接申込受付】  

ラケットショップ・フジ川崎店（川崎駅西口）幸区中幸町 ４－５０－３ 

              ☎ ０４４－５４１－９５５５（月曜日定休日）   営業時間 １０：００～２０：００ 

申し込みが締切日に集中すると、スポーツ店の業務に支障を来しますので早めにお申し込み下さい。 

 

８．申込締切  平成３０年１２月２日（日）  午後６時００分 

 

９．ドロー会議 平成３１年１月６日（日）  

          午前 ９時 中原市民会館（競技委員会、担当団体 SPC） 

１０．仮ドローの発表 

         仮ドローを平成３１年２月１日（予定）以降に申込みスポーツ店および協会 

         ホームページ（http://www.kawasaki-tennis.jp/）に掲示します。 

１１．その他  申込後の変更は認めません。 
お知らせ 

 

１．エントリーが多数で大会期間で試合を消化できない場合は、ドロー会議において抽選を行います。  

(１)抽選により参加制限を受けた組には、ドロー会議後１週間以内に協会加盟連絡担当あるいは、個人に連絡し

ます。 

(２)参加費は後日書留で返却致します。 

２． ドローの送付 

(１)大会前のドローの送付は原則として行ないません。 

  日程の確認は「要項１０」仮ドロー発表を利用して下さい。 

(２)協会加盟団体には協会加盟連絡担当に PC メール又は郵送等で送付致します。 

申込者ではありませんので、ご注意下さい。 

                                                         川崎市テニス協会 

mailto:shimintaikai@kawasaki-tennis.jp
http://www.kawasaki-tennis.jp/


※加盟団体加入者の場合はこの申込書で申し込んで下さい。（行挿入、行削除、書式変更はしないで下さい。） 
※申込書は、種目毎に別々に記入し、1枚提出してください。
（同一団体においても、一般および各年令別種目は別々の申込書に必要事項を記入して申し込んで下さい。）
※銀行振込で領収書が必要な場合は「○」を付し、送料８２円を振込または送付してください。

※ 色の部分を入力してください。（手書きの場合は文字を崩さず、丁寧にはっきりと記入してください。）

領収書 団体コード

※銀行振込依頼人名を正確に記入

（大会本部用）

※該当するところを■にしてください。

※年令別種目は必ず「生年月日と年令（2019年12月31日現在）」を記入して下さい。

Excelで作成の場合、年令は自動計算されますので、生年月日を半角で入力してください。(入力例：1960/1/1）

※「カナ」は必ず入力してください。

No. 受付 氏名（フルネーム） 所属
昨年度の

本大会成績
氏名（カナ） 生年月日(YYYY/MM/DD) 年令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
他の大会での実績がありましたら、下欄にお名前と実績を記入してください。

※参加料（組数を入力してください）
円

※納入方法（該当するところを■にしてください）:　□銀行振込　□申込場所に持参

※実際に銀行振込みした日を記入

3

　　4000円×

4

5

6

7

申込責任者名

連絡先住所

携帯電話

2

振込名義（カナ）

種目

1

振込日

　□一般　　　□90才　　　□100才　　　□110才　　　□120才　　　□130才　　　□140才

銀行
振込
の場
合記

※日中連絡が取れるものを記入

加盟団体名

二人が加盟団体のペア 

平成30年度（第16回）川崎市民ミックスダブルステニス大会申込書 



※加盟団体加入者とペアが個人の場合はこの申込書で申し込んで下さい。（行挿入、行削除はしないで下さい。） 
※個人用申込書は、１組につき１枚で申し込んで下さい。
※現金書留または銀行振込で領収書が必要な場合は「○」を付し、送料８２円を振込または送付してください。

※ 色の部分を入力してください。
※ 手書きの場合は文字を崩さず、丁寧にはっきりと記入してください。

領収書

（大会本部用）

※該当するところを■にしてください。

※年令別種目は必ず生年月日・年令（2019年12月31日現在）を記入して下さい。

Excelで作成の場合、年令は自動計算されますので、生年月日を半角で入力してください。(入力例：1960/1/1）

※所属は「在住」「在勤」「在学」「加盟団体名」のいずれかを記入してください。カナも必ず入力してください。

No. 受付 氏名（フルネーム） 所属
昨年度の

本大会成績
氏名（カナ） 生年月日(YYYY/MM/DD) 年令

男子氏名

女子氏名

他の大会での実績がありましたら、下欄にお名前と実績を記入してください。

※参加料： 4,000 円 （加盟団体と個人の場合）

※納入方法（該当するところを■にしてください）:　□銀行振込　□申込場所に持参

加盟団体加入者氏名                                                      

所属加盟団体名

申込責任者

連絡先住所

携帯電話 ※日中連絡が取れるものを記入

ペアの氏名                                                      

自宅住所（在住の場合）

勤務先名（在勤の場合）

勤務先住所（在勤の場合）

携帯電話 ※日中連絡が取れるものを記入

種目 　□一般　　　□90才　　　□100才　　　□110才　　　□120才　　　□130才　　　□140才

1

銀行振
込の場
合記入

振込名義（カナ） ※銀行振込依頼人名を正確に記入

振込日 ※実際に銀行振込みした日を記入

加盟団体と個人のペア 

平成30年度（第16回）川崎市民ミックスダブルステニス大会申込書 



※二人が個人の場合はこの申込書で申し込んで下さい。（行挿入、行削除、書式変更はしないで下さい。） 
※個人用申込書は、１組につき１枚で申し込んで下さい。
※現金書留または銀行振込で領収書が必要な場合は「○」を付し、送料８２円を振込または送付してください。

※ 色の部分を入力してください。
※ 手書きの場合は文字を崩さず、丁寧にはっきりと記入してください。

領収書

（大会本部用）

※該当するところを■にしてください。

※年令別種目は必ず生年月日・年令（2019年12月31日現在）を記入して下さい。

Excelで作成の場合、年令は自動計算されますので、生年月日を半角で入力してください。(入力例：1960/1/1）

※所属は「在住」「在勤」「在学」のいずれかを選択、手書きの場合は記入してください。カナは必ず入力してください。

No. 受付 氏名（フルネーム） 所属
昨年度の

本大会成績
氏名（カナ） 生年月日(YYYY/MM/DD) 年令

他の大会での実績がありましたら、下欄にお名前と実績を記入してください。

※参加料： 5,000 円 （２人が個人の場合）

※納入方法（該当するところを■にしてください）:　□銀行振込　□申込場所に持参

自宅住所（在住の場合）

女子氏名

勤務先名（在勤の場合）

携帯電話

勤務先住所（在勤の場合）

男子氏名

自宅住所（在住の場合）

携帯電話

勤務先名（在勤の場合）

勤務先住所（在勤の場合）

                                                     

※日中連絡が取れるものを記入

振込日

銀行振
込の場
合記入

振込名義（カナ）

種目

1

　□一般　　　□90才　　　□100才　　　□110才　　　□120才　　　□130才　　　□140才

※銀行振込依頼人名を正確に記入

※実際に銀行振込みした日を記入

                                                     

※日中連絡が取れるものを記入

二人が個人のペア 

平成30年度（第16回）川崎市民ミックスダブルステニス大会申込書 




