
Ｆｅｓｔａ２０１０ 

第１９回全日本学生庭球同好会連盟 ビギナーズダブルスト－ナメント 

 

 エントリー要項（別紙）を熟読の上、下記の要項に従ってエントリーされるようおねが

いします。 

 

１、エントリー方法     下記の必要書類をすべて揃え、本連盟事務所まで郵送にて

ご応募下さい。（期日必着） 

 

◆ エントリー締切り        平成２２年５月２１日（金）必着 

                       

◆ 郵送先          〒169-0075 

新宿区高田馬場 2-13-14 メゾン田中 101 

全日本学生庭球同好会連盟 

                  「ビギナーズダブルスエントリー」係 

◆ 郵送書類 

１．エントリー用紙（必要事項完全記載のもの）２枚 

２．写真（ペアで１枚  モノクロでも可）  

※本人が写っているものを必ず郵送してください。 

３．振込み用紙のコピー 

４．誓約書（１枚の紙にペアで署名捺印ができないときは、１人１枚という形に

なっても構いません。その場合、郵送書類としてエントリー用紙に同封でき

る選手は同封して、できない選手は誓約書のみを郵送先まで送ってくださ

い。） 

 

２、参加費          １人あたり エントリー費 ￥5,500 ＋宿泊費 ￥31,500 
                                 エントリー費の他  宿泊費４泊分 

                                  昼食費、大会パンフレット等を含む  

＊関東地区の選手は下記口座に振り込みの上、振り込み用

紙のコピーをエントリー用紙と同封し、郵送して下さい。 

 

   ◆ 振り込み先    三菱東京ＵＦＪ銀行 高田馬場支店 

                        普通預金      口座番号２１９０４２４ 

関東学生庭球同好会連盟 フェスタ会計 小野 憲人 
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第１９回全日本学生庭球同好会連盟 

ビギナーズダブルスト－ナメント エントリー要項 

 

主催      全日本学生庭球同好会連盟 

後援   文部科学省・(財)日本テニス協会・千葉県教育委員会・千葉県白子町 

     白子町教育委員会・白子町商工会・毎日新聞社 

 

 

■ 日程          平成２２年７月９日（金）～７月１３日（火） 

 

スケジュール予定 

9日（金） 10日（土） 11日（日） 12日（月） 13日（火） 

総合受付 開会式   予備日 

 選抜 選抜 選抜  

 ＭＤ1～3Ｒ ＱＦ、ＳＦ Ｆ  

 

 

ＷＤ1．2Ｒ    

 ビギナーズ ビギナーズ ビギナーズ  

 

 

1．2Ｒ ＱＦ、ＳＦ Ｆ  

 大学対抗 

クラブ対抗 

大学対抗 

クラブ対抗 

大学対抗 

クラブ対抗 

 

 

 

予選 本選 Ｆ  

 コンソレ テニスクリニック 表彰・閉会式  

  試打会 （韓国遠征選手発表）  

  フレンドシップ 野外コンパ  

 

 

■ 会場          千葉県長生郡白子町  白子“９９テニスリゾート”   

         （集合場所等は追って連絡いたします） 

 

■ 試合形式      男子３２組、女子３２組によるダブルストーナメント（予定） 



                  (各ｾｯﾄ 6 ｵｰﾙで 12 ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｲｸによる 3 ｾｯﾄﾏｯﾁ)  

女子は韓国遠征代表選考会を兼ねる（日程は８月上旬予定） 

         優勝する自信のある女子はパスポートを用意しておいてください。 

 

■ 使用球        ＹＯＮＥＸ  マッスルパワートーナメント（ＴＭＰ-80）（予定） 

 

■ 参加費        １人あたり エントリー費￥5,500 ＋宿泊費￥31,500 
      （昼食費、ドロー費等含） 

 

■ 注意事項    ◆服装は上下ともにテニスウェアとします。 

 本大会では必ずテニスウェアを着用してください。 

（T シャツ不可・スウェットはアップ中のみ） 

 ◆出場選手は大会期間中、全日程参加を義務とします。やむを得ない場 

  合は早急に役員に連絡をして下さい。しかし、途中で帰る場合でもエ 

  ントリー費の返金は致しません。 

        ◆選手は本部の発表するオーダーオブプレイに従って試合を行って下さ         

         い。 

        ◆審判は原則としてセルフジャッジとする。 

               ◆初日敗退者はフレンドシップトーナメントに参加して下さい。 

        ◆地区の代表選手としての自覚を持ち、本大会第一の主旨である『交流』   

         を積極的に行って下さい。 

        ◆海に行った選手を見つけた場合、その選手の所属する地区の 

         全選手を DEF とします。また、理事会及び本連盟役員の決定 

        によりなんらかの処罰を課します。 

        ◆器物を破損した場合、弁償してもらいます。 

        ◆今年度も門限を午前１時とし、午前１時以降外出した選手は、

理事会の決定に従い処分が下されます。 

 

■ 出場資格   各地区の庭球同好会連盟に加盟し、大学より硬式テニスを始めた者。 

 

■ エントリー方法 

  ◆エントリー方法は選手の皆さんが所属されている各地区連盟ごとで異なります。 

  ◆エントリー受付は各地区連盟が窓口となります。締切日までに各地区連盟より指定 

   された方法でエントリーを行って下さい。 

  ◆大会運営に関するお問い合わせは下記の全日本学生庭球同好会連盟事務所までお願 

い致します。 



■ 大会運営に関するお問い合わせ 

全日本学生庭球同好会連盟事務所  

〒169－0075 

東京都新宿区高田馬場 2-13-14 メゾン田中 101 

ＴＥＬ ０３－５２７３－０６０６ 

ＦＡＸ ０３－５２７３－００６７  
                         全日本学生庭球同好会連盟 
                          理事長   青山 竜大 
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第１９回全日本学生庭球同好会連盟 ビギナーズダブルストーナメント 

エントリー用紙 No.１ 

 

エントリー用紙 No.1・No.2・誓約書を記入のうえ、写真（ペアで 1 枚）と一緒に必ず提出

して下さい。（写真の裏にそれぞれの選手がどちらか分かるように必ず名前を記入のこと） 

■ 選手プロフィール                 ＊必ず全てのプロフィールを記入して下さい。 

◆ 写真左 

氏名  クラブ名  

大学名          大学        学部       学科    年 

テニス暦      年 出身地  

戦績 

 

 

 

ニックネーム  チャームポイント  

武勇伝  

特技  決め台詞  

フェスタの目標  

◆ 写真右 

氏名  クラブ名  

大学名          大学        学部       学科    年 

テニス暦      年 出身地  

戦績 

 

 

 

ニックネーム  チャームポイント  

武勇伝  

特技  決め台詞  

フェスタの目標  
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第１９回全日本学生庭球同好会連盟 ビギナーズダブルストーナメント 

エントリー用紙 No.２ 

■ 選手連絡先 

◆ 代表者 

所属連盟地区 

(○で囲む) 
北海道 ・ 東北 ・ 関東 ・ 東海 ・ 関西 ・ 中四国 ・ 九州 

氏 名

フリガナ

 
 年齢 歳  

住所 

〒        

 

 

携帯電話 （         ） 

緊急連絡先(実家) （         ） 

携帯アドレス  

 

◆ ペア選手 

所属連盟地区 

(○で囲む) 
北海道 ・ 東北 ・ 関東 ・ 東海 ・ 関西 ・ 中四国 ・ 九州 

氏 名

フリガナ

 
 年齢 歳  

住所 

〒        

 

 

携帯電話 （         ） 

緊急連絡先(実家) （         ） 

携帯アドレス  
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第１９回全日本学生庭球同好会連盟 ビギナーズダブルストーナメント 

エントリー用紙 No.３ 

 

※女子選手の方のみ記入してください 

この Festa2010 ビギナーズダブルストーナメント(女子の部)は韓国遠征選考会を兼ねてい

ます。優勝したペアには韓国遠征に行く権利が与えられますが、その場合遠征に参加する

意思があるかどうかをお聞きしたいと思います。ペアでご相談の上ご記入下さい。 

あくまで現時点での意思確認ですので、後日変更などがあっても構いません。 

（韓国遠征の日程は８月中旬を予定） 

 

 

Festa2010 ビギナーズダブルストーナメントで優勝した場合、 

韓国遠征に参加したいですか 

 

はい ・ いいえ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



全日本学生庭球同好会連盟 

Ｆｅｓｔａ２０１０ 誓約書 

 

全日本学生庭球同好会連盟 殿 

  

私は募集要項に同意し、Festa2010 開催期間中に海、砂浜などの本連

盟が立ち入りを禁止する区域に立ち入らないことを誓約いたします。 

当該区域に立ち入った場合、自らが所属する地区の全選手（選抜・

ビギナーズ・大学対抗・クラブ対抗）が失格（DEF）になることに同

意いたします。また私は、私の故意又は過失により、器物破損の損

害を与えた場合は実費にて弁償することを誓約いたします。 

その他の処分についても理事会及び本連盟役員の決定事項に従いま

す。 

 

２０１０年   月   日 

 

所属地区 ： 北海道 ・ 東北 ・ 関東 ・ 東海 ・ 関西 ・ 中四国 ・ 九州 

 

出場種目 ： ビギナーズダブルストーナメント 

 

 

氏名：              ㊞ 

氏名：              ㊞ 


