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「仙元山スポーツフェスタ 2012」 の開催のお知 らせ

入梅の候、貴方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げ ます。

昨年に引き続き、深谷市仙元山公園テニスコー トを利用 しまして「イ山元山ス ポー

ツフェス́タ 2012・ ジュニアソフ トテニスの部」を下記のとお り開催する運び とな

りました。今大会も深谷市ソフ トテニス連盟の協力を得てジュニアの育成並び青少

年の健全育成を図ることを目的に活気あるにぎやかな大会に したいと思いますの

で貴クラブでご検討いただき、ぜひ参加をお願いした します。

記

1.開催 日時  平成 24年 8月 4日 (土) 悪天候の場合 :8月 25日 (土 )

2.開催場所  仙元山公園テニスコー ト (オムニ 6面  クレー4面 計 10面 )

3.種  目  高学年男子・高学年女子・低学年男子・低学年女子 4種 目

4.募集人員  各クラブ 10チームまで (種 日は問いません)

5。 参加費   1チ ーム  1,ooo円
6。 申込期間  平成 24年 7月 1日 (日 )～7月 14日 (土)ま で

7.実施方法について  個人戦による予選 リーグ及び決勝 トーナメン ト

※詳 しくは別紙開催要領をご覧 ください。

※データファィルを希望する場合は、下記ア ドレスまでお問い合わせ ください。

(E―mdI:卜yosЫzawa@cI「負kayakousha.com)

※書類の到着を確認するため、受領後速やかに同封の「書類受領連絡票」を Faxにて回
答をお願いいたします。

お 申込 。お問合わせ

深谷市仙元山公園 ビックタートル内

財団法人深谷市施設管理公社

担 当 吉 澤 。江 黒

日三言舌 048--572-3000

FAX 048-572-3302



平成 24年度「仙元山スポーツフェスタ 2012」
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5。 開催 日時
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7.参カロ予定
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10。 競技方法

ジュニアソフ トテニスの部 実施要領
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平成 24年 8月 4日 (土)小雨決行 ※予備 日8月 25日 (土 )

7:30～ コー ト開放  8:00～代表者会議

8:00～受付開始   8:30～ 開会式

8:45～競技開始 (17:00終了予定 )

仙元山公園テニスコー ト (オムニ)  6面
(ク レー) 4面   合計 10面
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個人戦(高学年男子・高学年女子・低学年男子・低学年女子 計 4種 日)

※低学年は小学 4年生以下にな ります。

※参加組数は各クラブ 10チーム以内 (種 目は問いません。 )

(財)日 本 ソフ トテニス連盟の 「ソフ トテニスハン ドブック」で実

施する。

・使用ボール :ケ ンコーソフ トテニスボール

。5ゲームマッチとします。

・3チーム又は 4チームの予選 リーグを行い、決勝 トーナメン トを

行います。

・審判については、各コー ト1試合は本部より指定 します。2試合

目からは前試合の相互審判 とな りますが、審判が出来ない場合は

当該クラブで責任をもつて行ってください。

・試合は別紙進行表のとお り行 う。次の試合の選手はコー ト付近で

待機するようご指導 ください。進行状況によリコー トを変更する

ことがありますので、放送に注意 してください。

。マ ッチ中のコーチは、サイ ドのチェンジ及びファイナルゲームに

入る時のみ認める。

・ベンチは若い番号のチームが本部側にな ります。



11.組 合 せ

12.表  彰

13.参 力日料

14.申 し込み

主催並びに主管側で編成いたします。

個人戦 高学年男子   1位 から3位まで (ベス ト4)

高学年女子   1位 から3位まで (ベス ト4)

低学年男子   1位 から3位まで (ベス ト4)

低学年女子   1位 から 3位まで (ベス ト4)

その他、当日受付時に参加賞があります。

1ペア 1,000円 (当 日集金いたします。 )

平成 24年 7月 1日 (日 )か ら平成 24年 7月 14日 (土)の期間に

別紙参加 申込書で仙元山公園ビックター トル受付までお申し込み

くオゴさい。 (FAX TD
受付時間 : 8:30か ら20:00ま で (日 曜 日は 19:00ま で )

15。 そ の 他  ・プレー中のケガ等については、応急処置はいた しますが、それ以降

は個人での対応 とな ります。

・ 悪天候の場合の判断は当日朝 6:00に 主催並びに主管で協議 し決

定いたします。

・ 駐車場は仙元山公園第 2駐車場 (別紙参照)を ご利用ください。

駐車スペースに限 りがあるため、出来るだけ乗 り合わせでお越 し

ください。

16.個人情報の取扱いについて

当大会を実施するにあた り、申込等で個人情報を記入 していただくことにな

りますが、法令及び当公社個人情報保護規程に従い、ご記入いただいた個人情

報については当大会運営のみに使用 し、第二者への提供や 目的外使用は一切い

たしません。

17.問い合わせ T366‐ 0801  深谷市上野台 2568番地

深谷市総合体育館 (ビ ックター トル)内
財団法人深谷市施設管理公社 担当 吉澤・江黒

電言舌_048‐ 572‐ 3000  Fax 048‐ 572‐3302



平成 24年  月  日

平成 24年度 仙元山スポーツフェスタ 2012

ジュニアソフ トテニスの部 参加 申込書

クラブ名 :

代 表 者 : 氏名

住所

電話

保護者代表 :氏名

住所

電話

緊急連絡先

下記のとお り申し込みます。

※ フルネームでご記入 ください。

※ 種 目を区分 し実力上位の順で記入 してください。

※ 高学年 と低学年でチーム編成する場合は、高学年の種 目にな ります。

※ チーム数は loチァム以内でお願い します。

FAX番号  048-572-3302

番 号 種 目 後衛 学年 前衛 学年 成績等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


