４/１５「春季市民体育祭Ⅰ（チーム６）」
[メルマガ登録]すると… “エントリーの確認”，”ドロー発表”等 お知らせメールを通知します
主

催

新潟市スポーツ振興課・（公財）新潟市体育協会

主

管

新潟市テニス協会

協

賛

株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

使 用 球

会

日

場

程

参加資格
服装について

注意事項

競技方法
参 加 料

申込方法

ダンロップ・フォート
新潟市庭球場
新潟市東区江口１１４－１
新潟市営豊栄総合体育館テニスコート 新潟市北区嘉山４８８－３
白根総合公園テニスコート（白根カルチャーセンター内）
新潟市南区上下諏訪木１８１１
各会場とも駐車スペースに限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場下さい。
豊栄会場をご利用の際に、後から利用する方に配慮し、砂利敷の方から駐車して下さい。
開催会場は、ドロー数等考慮の上決定します。
ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。
開催日

締切日（厳守）

ドロー発表日

種目

クラス

４月１５日(日)

３月２３日（金）

４月６日（金）

男子・女子
（ダブルス）

マスターズ
サテライト
フューチャーズ

参加者は▲新潟市在勤・在住の方に限ります。
T シャツについては、今大会協賛のテニスメーカーのもののみ認めます。
JTA の規定により、足首までのロングスパッツ着用が禁止となりましたが、当大会は着用を認めます。
小・中・高校生の出場は認めません。
１団体で１チーム以上申し込む場合は、チーム名（８文字以内）をつけて下さい。
１チーム８名まで登録できます。また、大会当日１名のみ追加か変更が可能です。
１チームは３組のダブルスで編成します。（混合ダブルスではありません。）
ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。
協会加盟団体Ａ登録会員のみのチーム
６，０００円／チーム

Ａ登録会員以外の方が入っているチーム
７，５００円／チーム（非加盟）

当日徴収

「新潟市テニス協会大会参加申込用紙」に必要事項を明記の上、事務局へ申し込み下さい。
(ホームページ＆携帯より申込可）
協会Ｂ会員の人はＦＡＸもしくは郵送での申し込みとなります。（ネットエントリーは出来ません）
協会加盟で出場の場合、団体を通してＡ会員登録を済ませてから大会の申込をして下さい。
新潟市テニス協会加盟団体のＡ登録選手は、大会受付時に『会員証』の確認があります。忘れた場合は棄権になる
場合もありますので忘れずにご持参下さい。
発表したオーダーオブプレー表に記載の『受付時刻』迄に、本部にて『受付』を済ませて下さい。 『遅刻』の場合は
出場できません。 受付時刻等の問合せは事務局では行いません。各自、掲示場所で確認して下さい。
参加申し込みの取消は、締切日までとなります。

締切日以降の取消は無効とし、参加料を徴収させていただきます。

そ の 他

締切日以降の事務局への追加・変更等の問い合わせは受け付けません。
年々参加人数が増えていることもあり、締切への対応は厳しくさせていただきます。
雨天による中止の決定は、大会当日、会場にてレフェリーが判断します。
（各自会場に行き開催の有無をご確認下さい。事務局・会場へ電話での問い合わせは受け付けません。）
『会員証』を不正使用し大会に出場した場合は、当日の大会出場を認めません。尚、それ以降の大会において、
そのような「選手」及び「団体」からの大会出場を認めない事があります。
仮ドロー希望の方は返信用封筒を添えて事務局へ申し込み下さい。返信用封筒（長形３号(120×235 ㎜)[宛
名]、[仮ドロー希望の大会名] 記入 ９２円切手貼付）
会場のゴミ箱は使用せず、各自持ち帰って捨ててください。

申込み内容に不備があった場合、大会出場「取消」とさせていただくことがあります。よくご確認の上申込み下さい。
お問い合わせ
新潟市テニス協会事務局
tennis@city-niigata-tennis.net

〒950-0943 新潟市中央区女池神明 3 丁目 10-4
TEL025-250-0566(土日祝除 9：00～16：00) FAX025-250-5737

新潟市テニス協会ホームページより「メルマガ登録」すると…エントリー確認・ドロー発表等お知らせをメール通知します

http://www.city-niigata-tennis.net (大会申込・ドロー発表他)

５/３「春季市民体育祭Ⅱ（ダブルス）」
[メルマガ登録]すると… “エントリーの確認”，”ドロー発表”等 お知らせメールを通知します
主

催

新潟市スポーツ振興課・（公財）新潟市体育協会

主

管

新潟市テニス協会

協

賛

株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

使 用 球

会

日

場

程

参加資格
服装について
注意事項
競技方法
参 加 料

申込方法

ダンロップ・フォート
新潟市庭球場 新潟市東区江口１１４－１
新潟市営豊栄総合体育館テニスコート 新潟市北区嘉山４８８－３
白根総合公園テニスコート（白根カルチャーセンター内）
新潟市南区上下諏訪木１８１１
各会場とも駐車スペースに限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場下さい。
豊栄会場をご利用の際に、後から利用する方に配慮し、砂利敷の方から駐車して下さい。
開催会場は、ドロー数等考慮の上決定します。
ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。
開催日
締切日（厳守）
ドロー発表日
種目
５月３日(木・祝)

４月６日（金）

（男子・女子）
ダブルス

４月２０日（金）

クラス
マスターズ
サテライト
フューチャーズ

参加者は▲新潟市在勤・在住の方に限ります。
T シャツについては、今大会協賛のテニスメーカーのもののみ認めます。
JTA の規定により、足首までのロングスパッツ着用が禁止となりましたが、当大会は着用を認めます。
小・中・高校生の出場は認めません。
ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。
協会加盟団体 Ａ登録会員

１，５００円／１名

ダブルス組合せにより参加料が異なります。

Ａ登録会員以外（非加盟）

２，５００円／１名

参加料は当日徴収

「新潟市テニス協会大会参加申込用紙」に必要事項を明記の上、事務局へ申し込み下さい。
(ホームページ＆携帯より申込可）
協会Ｂ会員の人はＦＡＸもしくは郵送での申し込みとなります。（ネットエントリーは出来ません）
協会加盟で出場の場合、団体を通してＡ会員登録を済ませてから大会の申込をして下さい。
新潟市テニス協会加盟団体のＡ登録選手は、大会受付時に『会員証』の確認があります。忘れた場合は棄権になる
場合もありますので忘れずにご持参下さい。
発表したオーダーオブプレー表に記載の『受付時刻』迄に、本部にて『受付』を済ませて下さい。 『遅刻』の場合は
出場できません。 受付時刻等の問合せは事務局では行いません。各自、掲示場所で確認して下さい。
参加申し込みの取消は、締切日までとなります。

締切日以降の取消は無効とし、参加料を徴収させていただきます。

そ の 他

締切日以降の事務局への追加・変更等の問い合わせは受け付けません。
年々参加人数が増えていることもあり、締切への対応は厳しくさせていただきます。
雨天による中止の決定は、大会当日、会場にてレフェリーが判断します。
（各自会場に行き開催の有無をご確認下さい。事務局・会場へ電話での問い合わせは受け付けません。）
『会員証』を不正使用し大会に出場した場合は、当日の大会出場を認めません。尚、それ以降の大会において、
そのような「選手」及び「団体」からの大会出場を認めない事があります。
仮ドロー希望の方は返信用封筒を添えて事務局へ申し込み下さい。返信用封筒（長形３号(120×235 ㎜)[宛
名]、[仮ドロー希望の大会名] 記入 ９２円切手貼付）
会場のゴミ箱は使用せず、各自持ち帰って捨ててください。

申込み内容に不備があった場合、大会出場「取消」とさせていただくことがあります。よくご確認の上申込み下さい。
お問い合わせ
新潟市テニス協会事務局
tennis@city-niigata-tennis.net

〒950-0943 新潟市中央区女池神明 3 丁目 10-4
TEL025-250-0566(土日祝除 9：00～16：00) FAX025-250-5737

新潟市テニス協会ホームページより「メルマガ登録」すると…エントリー確認・ドロー発表等お知らせをメール通知します

http://www.city-niigata-tennis.net (大会申込・ドロー発表他)

５/２０「春季市民体育祭Ⅲ（シングルス）」
[メルマガ登録]すると… “エントリーの確認”，”ドロー発表”等 お知らせメールを通知します
主

催

新潟市スポーツ振興課・（公財）新潟市体育協会

主

管

新潟市テニス協会

協

賛

株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

使 用 球

会

日

場

程

参加資格
服装について
注意事項

ダンロップ・フォート
新潟市庭球場 新潟市東区江口１１４－１
新潟市営豊栄総合体育館テニスコート 新潟市北区嘉山４８８－３
各会場とも駐車スペースに限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場下さい。
豊栄会場をご利用の際に、後から利用する方に配慮し、砂利敷の方から駐車して下さい。
開催会場は、ドロー数等考慮の上決定します。
ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。
開催日
締切日（厳守）
ドロー発表日
種目
５月２０日(日)

４月２７日（金）

５月１１日（金）

クラス
マスターズ
サテライト
フューチャーズ

（男子・女子）
シングルス

参加者は▲新潟市在勤・在住の方に限ります。
T シャツについては、今大会協賛のテニスメーカーのもののみ認めます。
JTA の規定により、足首までのロングスパッツ着用が禁止となりましたが、当大会は着用を認めます。
小・中・高校生の出場は認めません。

競技方法

ドロー発表の際に開催要項に記載しますので、随時ご確認下さい。

参 加 料

協会加盟団体 Ａ登録会員 ２，５００円

申込方法

「新潟市テニス協会大会参加申込用紙」に必要事項を明記の上、事務局へ申し込み下さい。
(ホームページ＆携帯より申込可）
協会Ｂ会員の人はＦＡＸもしくは郵送での申し込みとなります。（ネットエントリーは出来ません）
協会加盟で出場の場合、団体を通してＡ会員登録を済ませてから大会の申込をして下さい。
新潟市テニス協会加盟団体のＡ登録選手は、大会受付時に『会員証』の確認があります。忘れた場合は棄権になる
場合もありますので忘れずにご持参下さい。

Ａ登録会員以外 ３，５００円 （非加盟）

（当日徴収）

発表したオーダーオブプレー表に記載の『受付時刻』迄に、本部にて『受付』を済ませて下さい。 『遅刻』の場合は
出場できません。 受付時刻等の問合せは事務局では行いません。各自、掲示場所で確認して下さい。
参加申し込みの取消は、締切日までとなります。

締切日以降の取消は無効とし、参加料を徴収させていただきます。

そ の 他

締切日以降の事務局への追加・変更等の問い合わせは受け付けません。
年々参加人数が増えていることもあり、締切への対応は厳しくさせていただきます。
雨天による中止の決定は、大会当日、会場にてレフェリーが判断します。
（各自会場に行き開催の有無をご確認下さい。事務局・会場へ電話での問い合わせは受け付けません。）
『会員証』を不正使用し大会に出場した場合は、当日の大会出場を認めません。尚、それ以降の大会において、
そのような「選手」及び「団体」からの大会出場を認めない事があります。
仮ドロー希望の方は返信用封筒を添えて事務局へ申し込み下さい。返信用封筒（長形３号(120×235 ㎜)[宛
名]、[仮ドロー希望の大会名] 記入 ９２円切手貼付）
会場のゴミ箱は使用せず、各自持ち帰って捨ててください。

申込み内容に不備があった場合、大会出場「取消」とさせていただくことがあります。よくご確認の上申込み下さい。
お問い合わせ
新潟市テニス協会事務局
tennis@city-niigata-tennis.net

〒950-0943 新潟市中央区女池神明 3 丁目 10-4
TEL025-250-0566(土日祝除 9：00～16：00) FAX025-250-5737

新潟市テニス協会ホームページより「メルマガ登録」すると…エントリー確認・ドロー発表等お知らせをメール通知します

http://www.city-niigata-tennis.net (大会申込・ドロー発表他)

