
鴻巣バンジー代表者 様

「第8回 小川杯」 の開催についてのご案内

平成 24年 12月 3日

小川ジュニアテニスクラブ代表 田中 幸夫

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、小川ジュニアテ三スクラブでは、表記の大会を、平成 25年 2月 16日 (土)予備日 2月 23日 (上)に下記の

要項に基づいて開催する運びとなりました。6年生の卒業記念と選手F05の 交流、併せて全国小学生大会の壮行の意

味を込め、有意義に大会を運営していきたいと考えております。つきましては、貴クラプの選手のご参力0をお願じヽい

たした<ご案内申し上げます。

なお、大変心苦しいのですが参力0者の増力]により、本年度も、2_部参加選手を 6年生及び全国小学生大会選手に限

らせていただくことになりました。2部に全国小学生大会参加選手以外の 5年生以下のお申し込みがあつても原貝」お

受けできません。よリー層満足のゆ<大会にする所存ですので、ご理解のほどよろし<お願い申し上げます。

≪開催要頂≫

1、  主催 小川ジュニアテニスクラブスポーツ少年団

2、 期日 平成 25年 2月 16日 (土)予備日 2月 23日 (土)8時 30分開会予定

3、 会場 小川8]総含運動場テニスコート および埼玉県立小川高校テニスコート

4、 参力0者 ソフトテニススポーツ少年団に所属する小学生

。1部 主に、過日行われた 第 33回スポーツ少年団中央大会の上位 16ペア、

及び平成 24年度全国小学生大会 5年生の部出場予定選手、又はそれに準ずる選手

。2部 主に1部に該当しない 6年生、及び全国小学生大会 4年生の部出場予定選手。

(ただし若干の地元枠等を設けることがある)

5、 試含声法 ゲーム 5回 予選|プ ーグおよび順位81jト ーナメントの予定

6、 参加費  1ペア 1300円 (悪天候などで中止の時、金額は返金できない場合があることをご了承<ださい)

振込先  ゆうちょ銀行 記号 10370 番号 59250361 田中幸夫

(ゆうちょ銀行□座にお振込みしヽただ<ようお願いいたします。振込代はご負担<ださい)

7、 表彰  1部 2部とも 3位まで

8、 申込先  田中幸夫 あて (HPにてお申込み受け付け状況を順次お知らせする予定です)

住所 〒355-0328 Lヒ金郡小川BII大塚 476-¬

FAX 0493-73-2151  メール ,1■IIilキ■11111,

9、 申込締切 平成 25年 1月 10日 必着

注1) 1部 2部の振り分けは、ご希望をご記入いただきますが、最終的には主催者が決定します。ご希望に添えない

場合もありますがご了承<ださい。

注2)参 加数の制限はありませんが申し込み多数の時、試含声法の変更を行う場合があります。

注3)6年 生の人数が不足していて、6年生が他の学年の選手と組んで出ることは可能です

注4)雨 天延期の半」定は 6時 30分当クラブ HP掲示板にて行う予定です。携帯からも見られます。電話でのお問い

合わせは 6時 30分以降藤丼の携帯にお願いします(090-8085-2600)

注5)朝 の練習コート、当日の詳しいスケジユールなどは決まり次第 HPにて掲示します

注6)他 会場になる選手については申込終了後各クラブ宛にご連絡いたします。



参考資料

中央大会上位 ¬6ベア

女子 男子

全国小学生大会出場予定者

*ベアが変更になつている場合などは、現在のベアでお申し込み<ださい。(上記は参考です)

*クラブg、 選手氏者は、正式なものをお願いいたします。(名簿・賞状などのため)

優勝 高橋。矢作 (わか<さ ) 優勝 宮下・小林 (鴻巣)

2位 浅倉・株本 (わか<さ ) 2位 近藤。江尻 (杉戸)

3位 松丼。南 (鴻巣) 3位 長・田中 (わか<さ )

3位 小林。柿沼 (杉戸 ) 3位 戸谷0中林 (芝 )

ベスト8 」ヽ林・丼上 (桶川) ベスト8 在原・石田 (わか<さ )

同  大塚・國本 (鴻巣) 同  原。戸谷 (芝 )

同  田中。新丼 (芝 ) 同  原島。白田 (杉戸)

同  黒坂・八木 (わか<さ ) 同  濱野・サ|1上 (芝 )

ベスト16 柳 |||・ 小寺 (大宮) ベスト16 Jll沼・高倉(青木。西スポ)

同  鈴木。伊藤 (西スポ ) 同   桜井・横田 (鴻巣 )

同  中原・大橋 (高野 ) 同   小村・石川 (桶川)

同  椎橋・松岡 (東松出) 同   新丼・小茂田 (秩父 )

同  土丼。鈴木 (大宮 ) 同   佐藤。坂本 (秩父 )

同  出下・佐藤 (東松出) 同   諏佐・諏佐 C長谷 )

同  高橋・田村 (わかくさ) 同   久保。清水 (皆野 )

同  横倉・力D藤 (わか<さ。青木) 同   西塔。手島 (熊谷 )

5年女子 1位 高橋。西東 (わか<さ ) 5年男子 1位 原。岡安 (芝・杉戸 )

2位 赤川・沢登 (わか<さ ) 2位 佐藤。大本 (皆野・小サ||)

3位 富永・久保田 (鴻巣) 3位 諏佐・野□ (鴻巣・高野 )

4位 田村。田村 (わか<さ ) 4位 岡安。白田 (杉戸)

4年女子 1位 青木。清水 (杉戸 ) 4年男子 1位 折原。大嶋(高野・鴻巣)

2位 下栃棚・吉澤 (わか<さ ) 2位 後田・竹谷 (杉戸)

3位 松原・松原 (飯能 ) 3位 戸谷・石田 (芝 )

4位 根本。大野 (北坂戸) 4位 高橋・黒坂 (わかくさ)



第8回小川杯 参加申込書

クラブ名

代表者 住所

連絡責任者               携帯電話

(必ず連絡のつ<ところをお願いします)携 帯メールアドレヌ

パソコンメーんアドレス

名前 (る りヽがな ) 名前 (ふりがな ) 戦績 (詳し<)



第8回小川杯 参カロ申込書

目
クラブ名

代表者

連絡責任者

イキ副斤

携帯電話

(必ず連絡のつ<ところをお願いします) 携帯メールアドレス

ノく`ソコンメールフド|ノヌ

名前 (る、りがな ) 名前 (ふりがな ) 戦績 (詳し<)


