
フリガナ

名前

電話番号 （　　　 　）

住所
 〒　　 －

所属

日付

　Nanbu女子シングルス 　お申込み
2/21 (木) 12/13 (木) 2/28 (木) 2/28 (木)

4/11 (木) 2/14 (木) 4/18 (木) 4/18 (木)

1/17 (木) 11/29 (木) 1/24 (木) 1/24 (木)

2/1 (金) 12/13 (木) 2/8 (金) 2/8 (金)

3/7 (木) 1/24 (木) 3/14 (木) 3/14 (木)

4/19 (金) 2/14 (木) 4/26 (金) 4/26 (金)

1/24 (木) 11/29 (木) 1/31 (木) 1/31 (木)

2/28 (木) 1/24 (木) 3/7 (木) 3/7 (木)

3/28 (木) 2/14 (木) 4/4 (木) 4/4 (木)

2/7 (木) 12/13 (木) 2/14 (木) 2/14 (木)

キャンセル

17:00まで 申込開始 中級 中級

キャンセル

17:00まで 申込開始 初中級 初中級

キャンセル

17:00まで 申込開始 初級 初級

キャンセル

17:00まで 申込開始 ビギナーズ ビギナーズ

女子シングルス   
協賛/コカコーラ

KIRIN  

中級 初中級 初級 ビギナーズ 初中級3S 初級3S ビギナーズ4G

6ゲームマッチ

3～5試合

6ゲームマッチ

3～5試合

6ゲームマッチ

3～5試合

6ゲームマッチ

3～5試合

6ゲームマッチ

3試合のみ

6ゲームマッチ

3試合のみ

4ゲームマッチ

3～5試合

■参加資格
スクールレベル

上級以上の方

スクールレベル

上級位までの方

スクールレベル

中級位までの方

スクールレベル

初中級位までの方

スクールレベル

上級位までの方

スクールレベル

中級位までの方

これからシングルスに

挑戦したい初級位の方

■定員 8人

■会場

■料金 2,800円/人(税込)

■集合時間

　　　　　　　11:50～　　　受付終了・試合ルールの説明

15:30　最終試合終了予定　　　

■試合方法 ノーアド4ゲーム先取

＊参加人数の状況に

よって、変更する

場合があります。

4人１ブロックのリーグ戦後、

1位2位の本戦トーナメント

（時間次第3位4位でコンソレ）

■申込み方法

■申込み先

■大会使用球

■注意事項 ・ドローは当日受付順にくじ引きで決めます。 ・試合はすべてセルフジャッジとなります。

・試合の勝敗が同成績の場合、直接対決＞得失点差＞（勝率＞）じゃんけんにて順位を決めます。

・トラブルが発生した時の処置は、大会役員の指示に従ってください。

・キャンセルは1週間前の17:00までとなります。それ以降のキャンセルは認められません。

・1週間前の17:00までに定員に満たない場合は、中止となります。

¥800

スポーツマンシップにのっとったプレーのできる方。　過去5年以内のインカレ出場経験者及びコーチの方はご遠慮下さい。

　　　　　　　12:00～　　　試合開始              15:30　最終試合終了

ノーアド６ゲーム先取

3人１ブロックのリーグ戦後、

1位同士2位同士3位同士の試合

お電話で空き状況をご確認いただき、申込用紙に必要事項をご記入の上、メール、郵送、Faxまたは直接南部テニスクラブフロントまで

お申込み下さい。料金は当日払いとなります。

　　　　　　　11:30～　　　受付開始

　　　　　　　11:30～11:50　コート解放

6人

3,300円/人(税込)3,800円/人(税込)

南部テニスクラブ　オムニコート　（各2面ずつ）　　＊同日開催試合でも別コートになります

8人

（4人以上の参加で成立）定員になり次第〆切　　　＊場合により、定員、コートを増やす場合もあります

・雨天中止の場合の決定は、8：30となります。

　お電話でお問合せ、又はHPのトーナメント欄にも載りますのでご確認ください。

¥1,000

・雨天中止の場合の決定は、11:00となります。

　お電話でお問合せ、又はHPのトーナメント欄にも載りますのでご確認ください。

・途中雨天中止の場合、予選終了までの1試合消化ごとにかかる金額。予選終了で成立となります。

¥1,000

ダンロップフォート又はブリヂストンツアープロ（初戦は新球、２回戦以降は使用球を使用）

4人１ブロックのリーグ戦後、1位2位の本戦トーナメント

（時間があれば3位4位でコンソレ）

ノーアド６ゲーム先取

　　　　　　　9:00～　　　受付開始

　　　　　　　9:00～9:20　コート解放

　　　　　　　9:20～　　　受付終了・試合ルールの説明

　　　　　　　9:30～　　　試合開始             16:00　最終試合終了予定

179-0073　東京都練馬区田柄5-3-24　南部テニスクラブ       Tel : 03-3990-8000          Fax : 03-3990-8094

1/24 (木) 1/24 (木) 11/29 (木) 1/17 (木)

2/8 (金) 2/8 (金) 12/13 (木) 2/1 (金)

3/14 (木) 3/14 (木) 1/24 (木) 3/7 (木)

4/26 (金) 4/26 (金) 2/14 (木) 4/19 (金)

1/31 (木) 1/31 (木) 11/29 (木) 1/24 (木)

2/14 (木) 2/14 (木) 12/13 (木) 2/7 (木)

3/7 (木) 3/7 (木) 1/24 (木) 2/28 (木)

4/4 (木) 4/4 (木) 2/14 (木) 3/28 (木)

2/28 (木) 2/28 (木) 12/13 (木) 2/21 (木)

4/18 (木) 4/18 (木) 2/14 (木) 4/11 (木)

初中級
3S

申込開始
キャンセル

17:00まで初中級
3S

申込開始
キャンセル

17:00まで

初級3S 初級3S 申込開始
キャンセル

17:00まで

ビギナーズ4G ビギナーズ4G


