
健康づくり宣言都市          ２１世紀は人権の世紀 

 

平成 29年度吹田市連盟杯争奪ソフトテニス大会要項 

 

１．主  旨  ソフトテニス競技の普及、発展とあわせて市民の健康づくりに寄与する 

２．主  催  吹田市ソフトテニス連盟・公益社団法人吹田市体育協会 

３．後  援  吹田市 

４．日  時  部  門        大 会 日         予備日 

        一般男子一部・二部・壮年 6月 18日(日)  9：00～   6月 25日（日） 

        一般女子一部・二部・壮年 6月 18日(日)  9：00～    6月 25日（日） 

                高校男女         8月 20日(日)  8：30～    8月 27日（日） 

                中学女子         7月 8日(土)   8：30～    7月 15日（土） 

                中学男子         7月 9日(日)   8：30～    7月 16日（日） 

５．場  所  一般・壮年・中学は吹田市立古江台中学校テニスコート 

        高校男女は南正雀テニスコート 

６．参加資格  吹田市内に在住・在学（学連登録の大学生は除く）・在勤する者及び、連

盟が認めた者 

７．参 加 費  一般 800円（一人） 高校生 500円（一人）  中学生 250円（一人） 

８．競技方法  個人（ダブルス） トーナメント戦 又は リーグ・トーナメント戦 

９．競技規則  日本ソフトテニス連盟国際競技規則に準ずる 

10．表  彰  １～３位に賞状等を授与 

11．部門・種別  一般男女一部・過去の大会の一部登録者及び二部優勝者並びに連盟が

出場適当と認めた者 

         一般男女二部・上記以外の者ただし一部に出場して 3 年間入賞しなけ

れば希望により二部に出場することも可能 

         壮年の部・大会前日で男子 50歳以上、女子 50歳以上の者 

         中学の部・吹田市内に在住・在学する者 

         高校の部・原則吹田市内の連盟が認めた高校に在学するソフトテニス

部員 

12．申込期間  中学 6/26～28   高校 8/7～9   一般 6/12～14 

13．申込場所  公益社団法人吹田市体育協会 

           〒564－0036 吹田市寿町１－１－１ 寿ビル３F 

           ℡ 06-6381-9011 FAX 06-6381-9022 

14．そ の 他   大会における事故等については、当方で責任を負いかねますのでご了

承ください 

        申込後の参加料は返却いたしません 

        雨天等による大会の延期は大会当日午前 10時に決定します。 

        大会に関する問合せ 浅井 啓介（℡ 090-3341-9960）まで 

 



（吹払市ソフトテニス1量）

クラブ名 ��ﾈﾙ顋��(R�l申込日　月　日 

連絡先 偖ｨ��

凪　　（　）　　lFAX　（　） 

■号 伜���^I?ｨ���ｸ/�,(*�.��｢�刄vレ十 倩�����kﾂ�年齢 傀ｩ��4�8�7R�

1 ��X�Y|B�・一節 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女子 唐� �� 

2 ��X自L｢�・一群 ��Y&ｨ薰�A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女子 �"� �� 

3 ��X自L｢�・一節 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女子 �"� �� 

4 ��X自L｢�・一部 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女子 �"� �� 

5 ��X自L｢�・一郎 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�稗�・女子 唐� �� 

6 ��X自L｢�・一部 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女子 �"� �� 

7t ��X自L｢�・一部 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?��B�・女子 �.�� �� 

18l ��(自���・一節 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�YB�・女手 唐� �� 

9l ��X自L｢�・一都 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?��B�・女子 �"� �� 

10l ��X自L｢�・一部 ��Y&ｨ���A �� ��

・壮年 ��Y?�=��・女子 �"� �� 

※この申込者で知りえた伸人側について、大会運営以外の目的で利用することはありません。

く申u払み先＞
吹円市体育協会　〒弼4－00邦吹H市布町ト1－1寿ビル甜l電【一：鵬－6381－的ll FAX：飾一昭81－9022

薫F劇【で申し込みされた場合は、袖の髄を入れてくださlヽ

＜大会傘加科＞
・市長杯一般、壮年の部：1ペア1400円く1人700円）、高校の＃：1ベア1㈱円、中学の椰：無料

・ま盟杯「敵、壮年の＃：1ペア1600円（1人さ00円）、高校の鐸：1ペア1岬円、中学の蓼：1ペア瑚円）

・吹田市連盟杯同体も一触の撫：lチーム42t抑円　・ゲラン下ベテラン大会こ1人納円

・インドア大会高級生以上：1人800円



（炊由布ソフトテニス▲1）（暮抜・中学用）

学校名 ��9Uﾉ)洩ﾂ� ��ﾈﾙ�?ｨ����ﾈ�����?｢�

連絡先 偖ｨ��鳳　　　　（　　　） 播���������������｢�

男手　　　女子 剏g帯　　　（　　　） 

番号 �7h8ﾈ�ｸ8H�ｴ�������kﾂ�学年 �8ｸ�ｸ8Iy8����kﾈ����.b�学年 

1 �� ��b��b� 

2 �� 鳴�ﾂ�ﾂ� 

3 �� 亦�ﾂ�ﾂ� 

4 鳴�ﾂ�l I ��2�ﾂ�ﾂ� 

5 鳴��b� ����ﾂ��｢� 

6 �� 鳴�ﾂ�l l 

7 �� 唯�ﾂ�ﾂ�ﾂ� 

8 ��！ l l ��b��r�l 

9 ��i l 王 t ��l l t 

10 �� ��l l i 王 

11 亦�ﾂ���l 

12 �� �� 

13 �� ��事 I l t 

14 �� ��l l 】 

15 �� ��曇 ！ 

※この申込書で知りえた情報について、大会運営以外の目的で利用することはありません

く申し込み免＞
吹田市井青協会　〒564－は吹田市井町1－1－1寿ビル3F鳳；00－6諏1－帥ll FAX：00一朗鳴1－卯彪
※剛はで申し込みされた場合は、袖のt蕗を入れて雌払ヽ

＜大会●加科＞
・市長杯高校の龍：1ペア1伽0円、中学の龍：鮒

・養生杯高校の＃：lペア1伽0円、中学の榔：1ベア500円

・学校対抗団体戦（轟校の部：1チーム3伽0円、中学の部：1チーム1200円）

・インドア大会（轟校生以上：1人800円）


