2019年度
１．【各種大会】
月 日 曜日
28 日（祝）
4
29 月（祝）
6 月（祝）
12 日
5
25 土
26 日
2 日

大
会
名
第１回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
春季シングルス大会
春季加盟団体戦
春季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
第1回ベテラン大会
第２回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
ダンロップ杯ダブルス大会
7～9 金～日 第３５回北北海道テニス選手権大会
6
16 日 第３回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ（ミックス）大会
22 土 第２回ベテラン大会（オープン）
15 月（祝） 第25回ヨネックス杯ダブルス大会（1日目）
20 土 第３回ベテラン大会
7
21 日 第25回ヨネックス杯ダブルス大会（2日目）
28 日 第4回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
4 日 旭川オープンシングルス大会
12 月（祝） 旭川オープンダブルス大会
8
17 土 第４回ベテラン大会
18 日 第５回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
8 日 第６回振興委員会藤原製麺杯ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙス大会
14 土 第５回ベテラン大会
15 日 会長杯シングルス大会（１日目）
9
16 月（祝） 会長杯シングルス大会（２日目）
22 日 秋季加盟団体戦
29 日 秋季シングルス大会
5 土 第６回ベテラン大会
10
6 日 秋季ダブルス大会
13 日 第７回振興委員会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
16 土 道北インドアダブルス大会（女子）
11 17 日 道北インドアダブルス大会（男子）
18 月 第7回ベテラン大会
12 16 月 第８回ベテラン大会
1 20 月 第９回ベテラン大会
2

6～9 木～日 第３５回北海道インドアトーナメント大会

17 月 第１０回ベテラン大会
16 月 第１１回ベテラン大会
3 28 土 大黒屋杯室内ダブルス大会（女子）
29 日 大黒屋杯室内ダブルス大会（男子）
２．【テニス教室等】
☆振興委員会

旭川テニス協会行事予定表
主

管 参加資格
振興委員会 協会員
競技委員会 協会員
実行委員会 協会員
競技委員会 協会員
ベテラン委員会 協会員
振興委員会 協会員
競技委員会 協会員
JTA大会委員会

要項参照

振興委員会 協会員
ベテラン委員会 非会員も参加可

競技委員会 協会員
ベテラン委員会

協会員

競技委員会 協会員
振興委員会 協会員
競技委員会 非会員も参加可
競技委員会 非会員も参加可
ベテラン委員会

協会員

振興委員会 協会員
振興委員会 協会員
ベテラン委員会

協会員

H31.4.6
試合形式
１セット
花咲18面 4月9日 4月19日 2500円／人 男女・各クラス，年齢別 １セット
花咲18面 4月12日 4月22日 9000円／チーム 3ダブルス対抗戦
１セット
花咲8面 4月22日 5月2日 3000円／組 男女・各クラス，年齢別 １セット
1000円／人
花咲6面
花咲8面 5月6日 5月16日 3000円／組 男女・各クラス
１セット
花咲8面 5月13日 5月23日 3000円／組 男女・各クラス，年齢別 １セット
※詳細は大会要項を参照してください。 ３セット
花咲8面
花咲8面 5月27日 6月6日 3000円／組 各クラス
１セット
1000円／人
花咲6面
花咲8面 6月25日 7月5日 3000円／組 男女・年齢別
３セット
1000円／人
花咲6面
花咲8面 6月25日 7月5日 3000円／組 男女・年齢別
３セット
花咲18面 7月8日 7月18日 3000円／組 男女・各クラス
１セット 中止
花咲1８面 7月15日 7月25日 2500円／人 男女・各クラス，年齢別 １セット
花咲12面 7月23日 8月2日 3000円／組 男女・各クラス，年齢別 １セット
1000円／人
花咲6面
花咲8面 7月29日 8月8日 3000円／組 男女・各クラス
１セット
花咲18面 8月19日 8月29日 3000円／組 各クラス
１セット
1000円／人
花咲6面
コート 申込開始日 締切 参 加 費 種
目
花咲8面 4月8日 4月18日 3000円／組 男女・各クラス

競技委員会 協会員 花咲8面 8月26日 9月5日 2500円／人 男女・各クラス，年齢別

３セット

実行委員会 協会員 花咲18面 8月29日 9月8日 9000円／チーム
競技委員会 協会員 花咲10面（軟式） 9月9日 9月19日 2500円／人
ベテラン委員会 協会員 花咲6面
1000円／人
競技委員会 協会員 花咲8面 9月16日 9月26日 3000円／組
振興委員会 協会員 花咲18面 9月23日 10月3日 3000円／組
競技委員会 協会員 和寒町体育館 10月27日 11月6日 4000円／組
競技委員会 協会員 和寒町体育館 10月27日 11月6日 4000円／組
ベテラン委員会 協会員
1000円／人
市総体
ベテラン委員会 協会員
1000円／人
市総体
ベテラン委員会 協会員
1000円／人
市総体

１セット
１セット

JTA大会委員会

要項参照 市総体

協会員
ベテラン委員会 協会員
競技委員会 協会員
競技委員会 協会員
ベテラン委員会

市総体
市総体
和寒町体育館
和寒町体育館

3ダブルス対抗戦
男女・各クラス，年齢別

男子・各クラス，年齢別
女子・各クラス，年齢別

１セット
１セット
１セット
１セット

※詳細は大会要項を参照してください。

３セット

1000円／人
1000円／人
3月8日 3月18日 4000円／組 女子・各クラス，年齢別
3月8日 3月18日 4000円／組 男子・各クラス，年齢別

１セット
１セット

男女・各クラス，年齢別

男女・各クラス

朝テニス会 4/20～10/31毎朝開催（入会は毎朝コートで受け付けています。）・参加資格：協会員・会場：花咲テニスコート・参加料：3000円／年

☆指導普及委員会（夏季・冬季テニス教室は，受講者が5名以下の場合には休止となります。）
4200円／人 定員：初級20名、初中級20名
8300円／人 定員：初級20名、初中級20名
定員なり次第 8300円／人 定員：初級20名、初中級20名
※振興公社主催（要請による指導員派遣）
※振興公社主催（要請による指導員派遣）

①夏季テニス教室（5回） 5/29～6/26（毎水曜）、募集4/26からテニスショップやまもとにて 非会員も参加可

日本製紙

定員なり次第

②冬季テニス教室-前期-（１０回）10/2３～12/25（毎水曜），募集9/20からテニスショップやまもとにて

非会員も参加可

定員なり次第

③冬季テニス教室-後期-（10回）1/8～3/11（毎水曜），募集12/4からテニスショップやまもとにて

非会員も参加可

大成体育館
大成体育館

④大雪アリーナテニス教室
⑤振興公社（忠和コート）テニス教室

大雪アリーナ

忠和コート

３．【大会申込方法】

☆競技委員会主管大会要項は， 旭川テニス協会ホームページにて公開します。（オープン大会は協会員以外の方の参加が可能です。）

※参加申込方法：大会の10日前の18:00までに，メールに所定の申込書を添付して申し込んで下さい。（メールアドレス：kyougibumousikomi@yahoo.co.jp）
※事情により，メールで申し込みができない場合には，大会の９日前（必着）までに，郵送で申し込み下さい。
（住所：〒070-0025 旭川市東５条７丁目１－１１ 細野 彰一 宛 ） ・参加費は，試合当日納入願います。
☆JTA大会委員会主管大会要項 （日本テニス協会公認大会）： 北海道テニス協会ホームページにて公開します。
☆振興委員会主管大会要項は，旭川テニス協会ホームページにて公開します。（参加資格：昨年度及び本年度都市対抗選手以外の方）
※参加申込：大会の10日前の18:00までに，メールに所定の申込書を添付して申し込んで下さい。（メールアドレス：sinkoubumousikomi@yahoo.co.jp）
※事情により，メールで申し込みができない場合には，大会の９日前（必着）までに，郵送で申し込み下さい。
（住所：〒071-8132 旭川市末広２条１０丁目3-4 小林 淳二 宛 ）
※ドロー等詳細は大会当日発表します。 当日集合8：00、試合開始8：30です。 ・参加費は，試合当日納入願います。
☆加盟団体戦大会要項は，旭川テニス協会ホームページにて公開します。
※参加申込方法：大会の14日前までに，メールに所定の申込書を添付して申し込んで下さい。（メールアドレス：kameidantaimousikomi@yahoo.co.jp）
※事情により，メールで申し込みができない場合には，大会の13日前（必着）までに，郵送で申し込み下さい。
（住所：〒070-0025 旭川市東５条７丁目１－１１ 細野 彰一 宛 ）
※参加費は下記の協会への入会金の振込み銀行の，ゆうちょ銀行に振込み願います（振込手数料が発生する場合には，恐れ入りますが，振込手数料
をご負担願います。）。なお，振り込む場合には，団体名が判るように振り込み願います。
☆ベテラン委員会主管大会要項・・・参加資格：男子５０歳以上，女子４５歳以上。 ドロー等詳細は当日発表。集合時間 １～６回 8：00，７～１１回 8：00
※オープン大会は協会員以外の方の参加が可能です。
※参加申込：大会の三日前までに「078-8242 旭川市豊岡1２条１0丁目7-21（TEL37-1338）「 福本 幸夫」宛
（大会中に次の大会の申込を受け付けます） メールアドレス yukio_2626_@ymobile.ne.jp

４．【協会への入会申込方法】

☆旭川テニス協会への入会の申し込みは，申込書をメールに添付又はFAXで送信願います。

FAX（0166-73-3923）（メールアドレス：asahikawatennis1954@yahoo.co.jp）
※入会金は，ゆうちょ銀行へ振込みで納入願います。（振込手数料が発生する場合には，恐れ入りますが，振込手数料をご負担願います。）
【年会費振込先】
≪名義≫アサヒカワテニスキョウカイ
≪ゆうちょ銀行からの振込先≫①記号：19750 ②番号：16492221
※会費の納入期限は当該年度の5月31日となっております。
5月31日以前の大会（加盟団体戦を含む。）に出場される場合には，当該大会申込締切日までに入会の手続きを行って下さい。
※なお，振り込む場合には，団体名が判るように振り込み願います。
≪他金融機関からの振込先≫①店名：九七八（キュウナナハチ） ②店番：978 ③預金種目：普通預金 ④口座番号：1649222

５．【関連大会】
※6月30日（日）旭川実業団テニス大会（花咲6面）（軟式側コート）

