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平成 26年 12月 10日

平成27年 度 クラブ対抗 申込み書 記入要領
滋賀県テニス協会 クラブ対抗委員会
1.ク ラブ対抗参加 資格

(1)滋 賀県 テニス協会 に加盟登録をしているクラブを代表するチ ームとする。(県 テ協 へ の加盟登録が必 須 )
※ クラブ対抗委員会が認 めた場合 は県テ協加盟登録者で連合チ ームを結成 して参加することも可能。
(2)同 一 団体 から複数 のチームが参加 する場合 はチ ーム名 の後 にA・ BoC・ D等 を付して区分する。

2.申 込みについて
(1)メ ール で申し込む場合は申込み書を以下よリダウンロー ドし,記 入する。

滋賀県テニス協会 → クラブ対抗 → 2015年 度リー グ編成 → クラブ対抗 申込み書
(2)申 込みと同時に参加料を納付する。(平 成 27年 度クラブ対抗実施 要領 に記 載 の通 り)

(3)休 部 ,廃 部 の場合も必ず 申込み書を提 出すること(選 手氏名 は記入不要 )。
3.チ ーム代表者 について
(1)チ ーム代表者 はチ ーム構成員 の 中からチ ーム事情を把握できる方を選 ぶ。(監 督・主将相 当の方 )
(2)チ ーム代表者 が不 在 時にその代行をできる方をチ ーム副代表者 として、常 に連絡ができるようにする。
(3)チ ーム代表者 (正 )及 び (冨 1)の 方 は 申込 書 の 内 容 を熟 知 しておく。

4.記 入 に当たつての注意事項

０４

(1)申 込書 の記入欄す べ てについて必ず記入する。
※ 申込書 に未記入等 の不備 があつた場合 は運営 に非協力的 と判断 して、参加 を認 めないことがある。
チ ーム名 :正 規 の名称を記入 、略称 があれ ばそれも記入する。(チ ーム名 は部外者 にも分 かり易 いこと)
００
仕

申込み区分 :該 当箇所を○で囲む。
現所属リー グ欄 :平 成 26年 度 に所属 していたリーグを記入。
(再 加入の場合 は休部前 の所属リー グを記入 )。 (新 規 の場合 は希望リー グを記入 )。

(5)

(6)

代表者欄 :氏 名 はフルネームで 、ふ りがな を付 ける。住所 は県名から記入。
電話番号は必須 、FAX、 メールがあれ ばその番 号、アドレスも記入。
※期 の途 中で代表者 の記載 内容 に変更が生じた場合 は,必 ず担 当委員と申込み宛先 に届 け出る。
選手氏名 :参 加選手 の登録 は「クラブ登録 No.― 個人 登録 No.」 とチ ーム内でのランキング順 (シ ングルス・ダブルス
兼用 )を「フル ネーム」で記入する。
※登 録時 のランキング順位 は試合時 のオー ダー順 になるので 、注意 して記入する。
※二重登 録 は認 められないので 、個人 の意思を十分確認 してから記入する。

(7)登 録選手数 :原 則 として、男子 は10名 以上 20名 以内、女子 は7名 以上 20名 以内とする。
5。

パー トBに ついて
欄
参加登録 はパ ー トAと 同じ要領 にて行う。但 し,パ ー トAと 兼 ねている選手は申込み 書 の選 手氏名 部 の「Pt.A兼 」
に,男 女別 (MorF)と 所属する部 の数字を記入す る。(例 :男 子はM13,女 子 はF3な ど)
(1)パ ー トAま たはパー トBの 選択 は年度始めに限る。翌年度 にパ ー トAか らパ ー トBへ の変更は可能。

(2)登 録選手数 は10名 以上 24名 以内とする。
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