
平成27年度

事業計画

競技委員会



注意事項

１．登録について

・ 大会申込み時までに、必ず日本ソフトテニス連盟に平成２７年度の登録を済ませてください。
  未登録者が含まれる場合の参加費は登録者の1.5倍となりますのでご注意ください。

２．大会申込みについて

(1) さいたま市連盟主催大会
①大会申込書

・県連大会申込専用エクセルファイルを使用しメールに添付の上、下記に送信してください。
saitama-city-softtennis@jcom.home.ne.jp

・メール送信できないクラブについては以下の宛先に郵送してください。
🏣３３６－０９３１　さいたま市緑区原山４－２８－１１
さいたま市ソフトテニス連盟　　　三橋浩司　宛　　　TEL/FAX   048-699-9649

②参加費
・郵便振替で下記の口座に申込み期日までにお振込みください。

口座記号番号     00190-7-790593     加入者名     三橋浩司
ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込み
金融機関コード 9900   店番 019   振替口座 790593

・大会参加費はいかなる場合も返金できません。
・払込取扱票の通信欄には県連主催大会の記入要領に従いご記入ください。

(2) 埼玉県連盟主催大会、及び県外大会
①メールで直接県連事務局に申込みできないクラブのみ上記２．項の宛先に参加費の振込用紙の
   コピーを同封の上、郵送してください。
②申込書はさいたま市で取りまとめて県連に郵送しますので県連締切日の１週間前までにお送りください。
③参加費は直接県連にお振込みください。

３．ゼッケン着用について

(1) 日本ソフトテニス連盟に登録されている選手は各大会とも日本ソフトテニス連盟指定のゼッケンを着用し、
     必ず四隅を止めてください。

(2) ユニフォームへのプリントは不可とします。

(3) さいたま市総合選手権大会に出場する中体連/高体連の選手はそれぞれの連盟の規定に準じた
    ゼッケンの着用を認めます。

４．ウェアに関する特例について

(1) オーバーウェア及び襟付き長袖スポーツシャツの着用については、大会主催者が認める場合のみ、
　　着用可能とします。

(2) アンダーウェア(インナーウェア)の着用については、襟元を除き、ユニフォームから露出しない場合は
　　着用可能とします。

(3) 長袖アンダーウェア及びスパッツはさいたま市ソフトテニス連盟が主催する大会においては着用を
　　認めます。
　　ただし、単色であること、及び(1)の場合を除きユニフォームを着用することとし、スパッツについては
　　ユニフォームから露出しないこと。

５．審判ワッペンについて

各大会に出場する選手は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを左胸に必ず着用
すること。
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６．選手変更について

組合せ決定後の選手変更は原則として認めませんが、次の場合に限り変更を認めることがあります。

(1) 大会当日の開会式前に大会本部に変更を申し出た場合(選手名/所属クラブ/登録番号/生年月日を
    申し出ること)。

(2) 参加申込みペアのうち１人に支障が出た際に、支障のない選手が同条件の選手とペアを組んで出場
    する場合(ただし、同一種別に限ることとし、いずれの組合せに配置するかは競技委員長が
    判断するものとする)。

７．担当クラブの役割について

(1) 担当クラブの役割は以下のとおりとします（担当理事は担当クラブをサポートすること）。
① 駐車場の整理
② 大会終了後のコート整備
③ ボールの調整
④ 大会当日の付の補助（選手変更の受付は必ず大会競技委員長の承認を得ること）
⑤ 大会の進行・点検・記録の補助

(2) 各大会の担当クラブは大会運営のため３名以上のご協力をお願い致します。

８．担当クラブの役割について

大会・講習会等で傷害・事故・盗難等が発生した場合は直ちに本部役員に連絡してください。

以上
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平成２７年度　さいたま市ソフトテニス連盟　大会一覧（案）

一般 高体連/中体連/ジュニア

月 日 曜 大会名 会場 大会名 会場

4 2 木 高体連：県春季選手権 天沼公園

3 金 高体連：県春季選手権 天沼公園

12 日 強化大会(U14,17,20) 堀崎公園

19 日 高体連：市春季選手権 天沼/浦総

21 火 高体連：関東大会県予選会 天沼公園

22 水 高体連：関東大会県予選会 天沼公園

24 金 高体連：関東大会県予選会(予備日) 天沼公園

26 日 高体連：市春季選手権 天沼/浦総

29 水 市春季選手権(一般) 天沼公園

5 3 日 県南選手権 (※1) 天沼公園

5 火 市春季ミックス 岩槻文化

6 水 市春季ミックス[予備日] 岩槻文化

10 日 県南選手権[予備日] 天沼公園

19 火 市レディーストーナメント 天沼公園

26 火 市レディーストーナメント[予備日] 天沼公園

6 7 日 市春季選手権(一般)[予備日] 天沼公園

21 日 市民大会(春季普及大会) 浦和総合 市スポ少部会大会 岩槻文化

28 日 市民大会(春季普及大会)[予備日] 浦和総合

7 4 土 中体連：研修大会 浦和総合

5 日 市夏季選手権(5ペア団体戦) 荒川総合 中体連：研修大会 浦和総合

19 日 高体連：県選手権 天沼公園

25 土 中体連：大宮カップ 天沼公園

26 日 市夏季選手権(5ペア団体戦)[予備日] 荒川総合
中体連：大宮カップ
市スポ少部会大会[予備日]

天沼公園
岩槻文化

8 1 土 中体連：大宮カップ[予備日] 天沼公園

2 日 中体連：大宮カップ[予備日] 天沼公園

9 日 強化大会(U14,17,20) 堀崎公園

16 日 市シニアオープン選手権 浦和総合

22 土 市町村対抗予選会 浦和総合 中体連：大宮カップ 天沼公園

23 日 市シニアオープン選手権[予備日] 浦和総合 中体連：大宮カップ 天沼公園

29 土 中体連：大宮カップ[予備日] 天沼公園

9 13 日 市町村対抗予選会 浦和総合

15 火 高体連：県秋季選手権 天沼公園

16 水 高体連：県秋季選手権 天沼公園

18 金 高体連：県秋季選手権 天沼公園

22 火 高体連：県秋季選手権[予備日] 天沼公園

26 土 強化大会(U14,17,20) 堀崎公園

24 土 中体連：強化大会 堀崎公園

10 25 日 市男子クラブ対抗戦 荒川総合
中体連：強化大会
高体連：市秋季大会
高体連：市民大会

堀崎公園
天沼公園
浦和総合

31 土 市民大会(一般) 浦和総合
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平成２７年度　さいたま市ソフトテニス連盟　大会一覧（案）

一般 高体連/中体連/ジュニア

月 日 曜 大会名 会場 大会名 会場

11 1 日 市民大会(一般)[予備日] 浦和総合

3 火 市スポ少研修大会 天沼公園

7 土 市ミックス(一般／９０歳以上) 岩槻文化 中体連：研修大会 浦和総合

8 日 市ミックス(１２０歳以上／１４０歳以上) 岩槻文化

15 日 市女子クラブ対抗戦 天沼公園 中体連：研修大会 浦和総合

29 日
市総合選手権
市女子クラブ対抗戦[予備日]

浦和総合
荒川総合

12 6 日 市男子クラブ対抗戦[予備日] 荒川総合

13 日 市民大会(秋季普及大会) 岩槻文化

20 日 市総合選手権[予備日] 浦和総合

23 水 市民大会(秋季普及大会)[予備日] 岩槻文化

1 9 土 市インドア選手権 記念体育館

10 日 中体連：強化大会 浦和総合

11 月 中/高体連：市インドア選手権 記念体育館

16 土 中体連：強化大会 浦和総合

23 土 市ミックス[予備日] 岩槻文化

30 土 強化大会(上級) 岩槻文化 高体連：県選抜冬季大会 浦和総合

31 日 高体連：県選抜冬季大会 浦和総合

2 7 日 ねんりんピック予選会(県/市)(※1) 浦和総合

11 木 中体連：強化大会 浦和総合

13 土 中体連：強化大会 浦和総合

14 日 ねんりんぴっく予選会(県/市)[予備日] 浦和総合

3 6 日 岩槻ジュニア大会 岩槻文化

13 日 強化大会(U14,17,20) 堀崎公園 岩槻ジュニア大会[予備日] 岩槻文化

28 月 中体連：研修大会 天沼公園

29 火 中体連：研修大会 天沼公園

(※1)県南選手権、及びねんりんピック予選会県予選会については県連の要項を参照ください。
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さいたま市春季選手権大会

期日 ４月２９日（水） 開始　９：００ [予備日　６月７日（日）]

会場 天沼テニス公園

種別 一般男女、成年男女、シニア男女４５／５０／５５／６０／６５／７０

２級以下男女

※ 原則として各種別とも３ペア以上のエントリーで成立とします。

※ ３ペアに満たない種別は他の種別と統合する場合があります。

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

参加費 １ペア ２，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は３，０００円）

申込 ４月７日（火）～４月１４日（火）

担当クラブ 曙ブレーキ

担当理事 青木

さいたま市春季ミックス大会

期日 ５月５日（火） 開始　９：００ [予備日　５月６日（水）]

会場 岩槻文化公園

種別 ミックスダブルスによる団体戦

※申込は一人単位とし、大会受付時の抽選によりチームを編成します。

試合方法 (1)リーグ戦

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

参加費 １人 １，０００円（会員登録制度の未登録は１，５００円）

申込 ４月２１日（火）～４月３０日（木）

担当クラブ 大宮ミント

担当理事 野中
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さいたま市レディーストーナメント

期日 ５月１９日（火） 開始　９：００ [予備日　５月２６日（火）]

会場 天沼テニス公園

種別 女子団体戦

試合方法 (1)５ペアによる点取り対抗戦。

(2)予選リーグと決勝トーナメントにより行う。

(3)３ペア・４ペアの場合はオーダー提出前に相手チームにその旨を告知し、

   １～３番目・４番目までに出場すること（４・５番目は零敗とする）。

(4)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

(5)オーダー票提出時には出場選手のフルネームを記載すること。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

    ※市外の招待クラブ所属の選手を除く

(2)参加チームは同一団体に所属する選手で構成すること。

(3)市外の招待クラブは競技委員会が決定するものとする。

    ※前回は上尾市、桶川市、春日部市、川口市、越谷市、草加市、

       三郷市より招待

(4)３ペアより参加可

(5)申込時はチーム名のみとし、各チームの出場選手名簿は受付当日に提出すること。

参加費 １チーム １０，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は１５，０００円）

申込 ４月２４日（金）～５月７日（木）

担当クラブ 浦和テニス

担当理事 近藤

さいたま市 市民大会 (春季普及大会)

期日 ６月２１日（日） 開始　９：００ [予備日　６月２８日（日）]

会場 浦和総合運動場

種別 ２級以下男女、３級以下男女、４級男女、無級男女

※ 原則として各種別とも３ペア以上のエントリーで成立とする。

※ ３ペアに満たない種別は他の種別と統合する場合がある。

※ ３級以下、４級、無級の優勝経験者は上位の種別にのみエントリー可。

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者、

(2)さいたま市在住、あるいは在勤の者

※在住あるいは在勤の場合は審判資格の有無を申込時に明記のこと

参加費 １ペア ２，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は３，０００円）

但し、ペアが共に上記の参加資格(2)で参加する場合を除く。

申込 ５月２６日（火）～６月２日（火）

担当クラブ 浦和フレンドリー

担当理事 篠田
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さいたま市夏季選手権大会

期日 ７月５日（日） 開始　９：００ [予備日　７月２６日（日）]

会場 荒川総合運動公園（南側：１コート～１２コート）

種別 団体戦

試合方法 (1)５ペアによる点取り対抗戦

(2)予選リーグと決勝トーナメントにより行う。

(3)３ペア・４ペアの場合はオーダー提出前に相手チームにその旨を告知し、

   １～３番目・４番目までに出場すること（４・５番目は零敗とする）。

(4)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

(5)対戦前のオーダー票提出においては出場選手のフルネームを記載すること。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

(2)参加チームは同一団体に所属する選手で構成すること。

(3)３ペアより参加可

(5)申込時はチーム名のみとし、各チームの出場選手名簿は受付当日に提出すること。

参加費 １チーム １０，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は１５，０００円）

申込 ６月９日（火）～６月１６日（火）

担当クラブ よの軟庭会

担当理事 荒井

さいたま市シニアオープン選手権大会

期日 ８月１６日（日） 開始　９：００ [予備日　８月２３日（日）]

会場 浦和総合運動場

種別 シニア男女４５／５０／５５／６０／６５／７０／二級以下男女

※ 原則として各種別とも３ペア以上のエントリーで成立とする。

※ ３ペアに満たない種別は他の種別と統合する場合がある。

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録し、審判員資格を有する者

※申込み多数の場合は先着順とする。

参加費 １ペア ３，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は４，５００円）

申込 ７月２１日（火）～７月２８日（火）

担当クラブ 浦和あづま

担当理事 近藤
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さいたま市クラブ対抗戦(男子の部)

期日 １０月２５日（日） 開始　９：００

会場 荒川総合運動公園 [予備日　１２月６日（日）]

種別 男子団体戦（１部 ６チーム ／ ２部 １０チーム ／ ３部）

試合方法 (1)３ペアによる点取り対抗戦。

(2)１部はリーグ戦、２部／３部は予選リーグと決勝トーナメントにより行う。

(3)２ペアの場合はオーダー提出前に相手チームにその旨を告知し、

   １～２番目までに出場すること（３番目は零敗とする）。

(4)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

(5)対戦前のオーダー票提出においては出場選手のフルネームを記載すること。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

(2)参加チームは同一団体に所属する選手で構成すること。

(3)２ペアより参加可

(4)女子の参加は不可

(5)申込時はチーム名のみとし、各チームの出場選手名簿は受付当日に提出すること。

参加費 １チーム ６，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は９，０００円）

申込 ９月２９日（火）～１０月６日（火）

担当クラブ 浦和ファミリー

担当理事 三橋

[部の構成]

よの軟庭会Ａ 椎之木 浦和ファミリーＡ 浦和あづまＡ

浦和むつみＡ 浦和あづまＢ

浦和あかつきＡ 岩槻フェニックスＡ 日本信号 大宮クラブＡ

よの軟庭会Ｂ 岩槻フェニックスＣ ＪＲ東日本Ａ 浦高麗和会Ａ

大宮サンデーＡ 大宮サンデーＢ

３部・・・１部、２部に含まれないチーム

さいたま市 市民大会 (一般)

期日 １０月３１日（土） 開始　９：００ [予備日　１１月１日（日）]

会場 浦和総合運動場

種別 一般男女、成年男女、シニア男女４５／５０／５５／６０／６５／７０、２級以下男女

※ 原則として各種別とも３ペア以上のエントリーで成立とする。

※ ペアに満たない種別は他の種別と統合する場合がある。

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者、

(2)さいたま市在住、あるいは在勤の者

※在住あるいは在勤の場合は審判資格の有無を申込時に明記のこと

参加費 １ペア ２，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は３，０００円）

但し、ペアが共に上記の参加資格(2)で参加する場合を除く。

申込 １０月６日（火）～１０月１３日（火）

担当クラブ 大宮クラブ

担当理事 小杉

１部

２部
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さいたま市ミックス大会

期日 １１月７日（土）、８日（日）          開始　９：００ [予備日　１月２３日（土）]

会場 岩槻文化公園

種別 １１月７日（土）・・・一般／９０歳以上

１１月８日（日）・・・１２０歳以上／１４０歳以上

試合方法 (1)予選リーグ及び組合せ抽選による決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録し、審判員資格を有する者

    ※申込み多数の場合は先着順とする。

参加費 １ペア ３，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は４，５００円）

申込 １０月１３日（火）～１０月２０日（火）

担当クラブ 岩槻フェニックス

担当理事 藤岡(11/7)、野中(11/8)

さいたま市クラブ対抗戦(女子の部)

期日 １１月１５日（日） 開始　９：００

会場 天沼テニス公園 [予備日　１１月２９日（日）　荒川総合運動公園]

種別 女子団体戦（１部 ６チーム ／ ２部 ６チーム ／ ３部）

試合方法 (1)３ペアによる点取り対抗戦。

(2)１部／２部はリーグ戦、３部は予選リーグと決勝トーナメントにより行う。

(3)２ペアの場合はオーダー提出前に相手チームにその旨を告知し、

   １～２番目までに出場すること（３番目は零敗とする）。

(4)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

(5)申込時はチーム名のみとし、各チームの出場選手名簿は受付当日に提出すること。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者

(2)参加チームは同一団体に所属する選手で構成すること。

(3)２ペアより参加可

(4)申込はチーム数（Ａ、Ｂ、Ｃ等）のみとし、出場選手名簿は受付時に提出すること。

参加費 １チーム ６，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は９，０００円）

申込 １０月２０日（火）～１０月２７日（火）

担当クラブ 岩槻すみれ

担当理事 藤岡

[部の構成]

岩槻すみれＡ 天沼ファミリー よの軟庭会Ａ

大宮ジンジャーＡ 岩槻フェニックス 浦和むつみＡ

浦和けやきＡ 浦和リバースＡ よの軟庭会Ｂ

大宮スピンＡ 大宮ミントＡ 浦和テニスＣ

３部・・・１部、２部に含まれないチーム

２部

１部
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さいたま市総合選手権大会

期日 １１月２９日（日） 開始　９：００ [予備日　１２月２０日（日）]

会場 浦和総合運動場

種別 一般男女

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 (1)日本ソフトテニス連盟に登録し、審判員資格を有する者

    ※申込み多数の場合は先着順とする。

(2)高体連(男女各８ペア)、中体連(男女各４ペア)は有資格者のみ出場可。

参加費 一般　１ペア ３，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は４，５００円）

高体連　１ペア　１，５００円、　中体連　無料

申込 １１月２日（月）～１１月１０日（火）

担当クラブ 日本信号

担当理事 小杉

さいたま市 市民大会(秋季普及大会)

期日 １２月１３日（日） 開始　９：００ [予備日　１２月２３日（水）]

会場 岩槻文化公園

種別 ２級以下男女、３級以下男女、４級男女、無級男女

※ 原則として各種別とも３ペア以上のエントリーで成立とします。

※ ３ペアに満たない種別は他の種別と統合する場合があります。

※ ３級以下、４級、無級の優勝経験者は上位の種別にのみエントリー可。

試合方法 (1)リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

(2)雨天等により試合方法を変更する場合がある。

参加資格 (1)さいたま市ソフトテニス連盟加盟団体に所属し審判員資格を有する者、

(2)さいたま市在住、あるいは在勤の者

※在住あるいは在勤の場合は審判資格の有無を申込時に明記のこと

参加費 １ペア ２，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は３，０００円）

但し、ペアが共に上記の参加資格(2)で参加する場合を除く。

申込 １１月１７日（火）～１１月２４日（火）

担当クラブ 大宮スピン

担当理事 篠田
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さいたま市インドア選手権大会

期日 １月９日（土） 開始　９：００

会場 記念総合体育館

種別 一般男女

試合方法 リーグ戦、または予選リーグ及び決勝トーナメント

参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録し、審判員資格を有する者

    ※申込み多数の場合は先着順とする。

参加費 一般　１ペア ３，０００円（会員登録制度の未登録者が含まれる場合は４，５００円）

申込 １２月１５日（火）～１２月２２日（火）

担当クラブ 埼玉大学

担当理事 三橋

ねんりんピックさいたま市予選会

期日 ２月７日（日） 開始　９：００ [予備日　２月１４日（日）]

会場 浦和総合運動公園

種別 ６０歳以上男子／６０歳以上女子／６０歳以上女子と７０歳以上男子のミックス

選出数 各種別とも１ペアずつ

参加資格 (1)６０歳以上（昭和３２年４月１日以前に生まれた人）

   ７０歳以上（昭和２２年４月１日以前に生まれた人）

(2)市内在住

(3)他市町村とのペアで出場の場合は県予選会にエントリーのこと

(4)スポーツ交流大会には一人一種目に限り参加可

(5)前年度にねんりんピックに出場した者を除く

参加費 一般　１ペア ４，０００円

申込 １月１２日（火）～１月１９日（火）

担当クラブ 競技委員会

担当理事 三橋

本大会 ねんりんピック長崎２０１６　平成２８年１０月１５日（土）～１８日（火）　長崎市
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