平成 26年 12月 10日

滋賀県テニス協会加盟団体 各位
滋賀 県 テニス協会 /ク ラブ対 抗 委員 長
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クラブ 夫
[男 子 :第 40回 大会

1.主

催 :滋 賀県 テニス協会

女子第 37回 大会]

担 当 :ク ラブ対抗委員会 , 協賛 :ダ ンロップスポーツ社

2.運 営組織 :ク ラブ対抗委員会を運営 の母体 とし,ク ラブ代表者 はそれ に協力 し,各 クラブの 自主運 営を以つて実
行する。(代 表者会議 に於 ける日程調整 のみ各部 の1位 チ ームが 中心となる)
3.規約・規則 :滋 賀県テニス協会 クラブ対抗運営規則 に基 づくものとする。
4.リ ー グ編成 :(1)男 女 ともパー ト
Aと パ ー トBの 2種 類 のリーグ編成を予定。

(2)パ ー トA:1リ ー グは原則 として6チ ーム編成を基本 とする。
各部リー グヘ の格付 けは前年度 の成績を基本 に順位 を入れ替える。
パー トBッ ヾ― 卜Aに 準 じたリー グ編成 とする。
試合形式・試合数・試合方法等 は柔軟性 のあるリー グ運 営とする。
※いずれも試合 は「財団法人 日本テニス協会 テニス規則」に則 つて行うものとする。

5.申 込み について

(1)腸 吋紙]「 クラブ対抗 申込み書記入要領 」に従 つて27年 度版 の 申込書 に記入 し,郵 送かメールのどちらかで
申し込む。(FAXは 受 け付 けません)。

a.郵 便宛先 :〒 52卜 0023彦 根市原 町481彦 根インタースポーツ内 クラブ対抗事務局 森 茂。
b.メ ールの送信 は、27年 度版 申込書を下記宛先 にし,Excelの 添付 ファイルで送ること。
メール アドレス :clubtaikol@shigatennis.sakura.ne.」 p
メール と添付 ファイルのタイトル は共 に「所属部 門・所属部 チ ーム名 」を書く。
B琵 琶湖 TC」 )
(例 :「 男子 10部 琵琶湖TC」 、また新規参加 の場合 は、 「新規参加 パ ー ト
(2)郵 送 の場合 は代表者会議 の連絡用 に 自分宛 のハガキを同封すること。メール 申込み の方 には申込み に
使 つたアドレスにメール で連絡します 。

侶)申 込み日:平 成 27年 1月 1日 〜 15日 (木 )午 後 6時 必着のこと
込み期限に遅れたチームは当年度の受付は致しませんのでご注意ください)
―卜A男 子 1チ ーム当たり 12,000円
(4)参 加料 ツヾ
パー ト
A女 子 1チ ーム当たり 7,000円
(申

パー トB

lチ

8,000円

ーム当たり

(5)参 加料納入 :参 加料は必ず銀行振込みとし、1月

20日 Ok)ま で に

下記 口座番号に納付すること(納 付期限を厳守願います)。
滋賀銀行彦根東出張所 店番427普 通 168844
シガケン テニス キョウカイ クラブ タイコウ カイケイ モリシゲル宛て
滋賀県テニス協会 クラブ対抗会計 森 茂 TEL 0749‑26‑3661
(6)振 込み依頼人 :振 込用紙の依頼人欄 には,チ ーム名 の略称を13文 字以内で識別できるように記入
(通 帳記載文字数 が13文 字のため)。

振込をした個人名は記入 しない。

例 :「 琵琶湖Enioyテ ニス同好会」の場合
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。
同一 団体 が複数 チ ームをまとめて振 り込む場合も上 記 と同様 に団体名 が識別 出来れ ば良い。
以上

