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平成29年３月17日

I.L.T.C.だより
岩手県ロングテニスクラブ 第５7号 発行者 小笠原征孝

広報委員会：〒 025-0064花巻市桜台 1丁目１９－２４☎ 080-3332-4488

平成29年度定期総会開催のご案内

新年度の定期総会が下記により開催されます。昨年度の活動、収支決算や新年度の事業、予算などの審

議承認が行われます。多数出席されるようお願いいたします。

期 日 平成 29年 5月 11日(木)午後 3時(春期テニス交流大会終了後に開催します)
会 場 太田テニスコートクラブハウス

各種大会のご案内

第37回春季テニス交流大会
期 日 平成 29年 5月 11日(木) 9時～ 9時 30分受付 10時試合開始

受付時間を厳守して下さい。遅刻した場合は棄権と判定されます。参加申し込みをして無断で

の棄権は絶対にしないようにお願いいたします。

天候不良で競技出来ない場合は、予備日として 5月 25日(木)を予定しております。
会 場 盛岡市太田テニスコート

試合形式 例年通り、年代別に分け、組む相手を替えて 4試合実施します。
会 費 500円（当日受付で納入）
表 彰 1位から 3位を表彰します。
申込締切 4月 8日(土)
申込先 阿部正昭 ロング競技委員 郵送または FAX

阿部正昭 〒 020-0874盛岡市南大通 3-12-52
TEL&FAX 019-622-4580

平成28年度新入会員の皆さん（敬称略）
盛岡地区

神 初見（松園 A）、石川哲郎（ふれあいＣ）、大島秀男（松Ｃ）、北條タカ子（松園Ｄ）、
中部地区

阿部伸明（遠野）、阿部芳江（遠野）

一関地区

千葉良二（花泉）



- 2 -

第22回北東北マスターズテニス岩手大会

開催要項

主催 北東北マスターズテニス大会推進協議会

主管 岩手県ロングテニスクラブ

期日 平成 29年 6月 15日(木) 小雨決行

受付 9:00～ 9:40 試合開始 10:00～
会場 盛岡市太田テニスコート（砂入り人工芝）14面

岩手県盛岡市太田１－１ ☎０１９－６５８－０１１３

参加資格 北東北 3県内に居住し、平成 29年 12月 31日現在で満年齢女子 55歳、男子 60歳に達する者。
なお、前年の優勝ペアは同一種目にペアでは申し込み出来ない。

参加費 ２，０００円

試合種目 女子ダブルス 55歳～ 60歳～ 65歳～ 70歳～
男子ダブルス 60歳～ 65歳～ 70歳～ 75歳～
スーパーシニア 男性の 2人が 77歳以上で合計年齢 155歳以上の男子ペア及び女性 65歳以上
と男性 75歳以上で合計 145歳以上の混合ペア

試合方法 １ 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式とし、各種目ブロック毎リーグ戦とする。
２ 競技規則は、「試合要綱」の他、JTAテニスルールブックの定めに準ずる。

順位決定 １ 勝率の高い方 ２ 同じ勝率の場合は互いの対戦の勝者 ３ 取得ゲーム率の高い方

４ 合計年齢の多い方の順で決定する。

表彰 種目別の 1位～ 3位を表彰する。（参加組数により変更あり）
試合球 ブリヂストンＸＴ

その他 １ 天候その他の理由により、試合方法を変更することがある。

２ 大会期間中傷害保険に加入する。競技における負傷・事故等については応急処置をとるが、

他については傷害保険の範囲内とする。

３ 食堂、売店がないので昼食は各自用意すること。

申込締切 5月 8日(月)
申込先 小関 敬 ロング事務局 宛 郵送または FAX

ロング初夏交流大会
期日 6月 27日（火)
会場 盛岡市太田テニスコート

申込締切 5月 22日（月） 締切日は厳守して下さい。

試合形式 組む相手を替えて原則 4試合実施します。
会費 500円
表彰 1位から 3位を表彰します。
申込先 総会時にあらためて連絡します。

小関 敬 〒 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑 103-8
TEL＆ FAX 019-684-2556
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各競技会の参加申込について

その他大会情報

（１） ロング関係の大会
盛岡地区テニス交流大会： 7月 12日（水）、盛岡市太田テニスコート
第29回岩手県民長寿祭テニス交流大会： 9月 2日（土）、岩手県営運動公園テニスコート
第30回全国健康福祉祭長崎大会（ねんりんピック秋田大会）： 9月 9日（土）～ 12日（火）
第37回秋季テニス交流大会： 9月 19日（火）、和賀川グリーパークテニスコート
第27回東北マスターズテニス青森大会： 10月 3日（火）～ 4日（水）、青森市

（２） 一般の大会
3月 17日現在で分かっている大会は以下のとおりです。

① 岩手県テニス協会主催の大会

県B級シングルステニストーナメント： 5月 20日（土)～ 21日(日)、和賀川グリーンパークテニスコート（20
日）、岩手県営運動公園テニスコート（21日）

岩手県ベテランテニス選手権： 6 月 10 日(土)～ 11 日(日)、盛岡市立太田テニスコート、55 歳以上（女
子、単・複）、60歳以上（男子・女子、単・複）、65歳以上（男子・女子、単・複）

岩手県DUNLOP SRIXON テニストーナメント： 8 月 26 日(土)～ 27 日(日)、盛岡市立太田テニスコート(26
日)、岩手県営運動公園テニスコート(27日)、Ａ、Ｂ、Ｃにランク分けあり。

岩手県民テニス大会： 6月 24日(土)～ 25日(日)、盛岡市立太田テニスコート、成年男女の他、ベテラン
男・女子あり

ＮＨＫ杯： 9月 9日(土)～ 10日(日)、盛岡市立太田テニスコート、Ａ、Ｂ、Ｃにランク分け
Ａ級・Ｂ級ダブルストーナメント： 10月 21日(土)～ 22日(日)、和賀川グリーンパークテニスコート
② 各市町村テニス協会主催の大会

第 4回滝沢市テニス選手権大会：滝沢市総合公園テニスコート、4月 9日一般男女シングルス、4月 16日
一般男女ダブルス、45 歳以上男子・55 歳以上男子・45 歳以上女子ダブルス。申込締切 3 月 31 日(金)

・現時点(3 月 17 日)で分かっている市町村テニス協会主催の大会で締切が差し迫った大会はこの大会だ
けですが、この他に例年 4月に開催される大会としては、盛岡市民体育大会、北上オープンシングルスが
あります。昨年は申込締切が 4月の上旬に設定されていますので、関心のある方はこれら大会を主催する
地域のテニス協会ホームページを御覧下さい。3月末には公表されると思います。

また、市町村テニス協会主催の大会で現在分かっているものでは以下の大会があります（詳細は未定）。

滝沢市ミックスダブルス大会（7 月 16 日、17 日）、滝沢市オープンテニス大会（8 月 27 日、9 月 3 日 18
日）、滝沢市クラブ対抗テニス大会、一関オープンクラブ対抗（5月 21日）、一関オープンダブルス（6月 11
日）、一関ビギナーズダブルス(7月 9日)、一関オープンミックスダブルス（9月 10日）、一関オープンシ
ングルス(10月 22日)

・盛岡地区、一関地区の方は、班長、世話役の方に、その他の地区の方は郵送又は FAX で各大会の申
込先に直接申込下さい。

・盛岡地区、一関地区の班長、グループ世話役の方はお手数ですが、参加申し込み書をとりまとめ、そ

れぞれの大会の申し込み先へ、郵便、ハガキ、FAX等で申し込んで下さい。
注：電話での申込は間違いが起きやすいのでお受けいたしません。
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その他連絡事項 北東北マスターズ大会申込書

ロングのホームページ開設 氏名 A 年齢 歳

岩手県ロングテニスクラブのホームページを開 所属 地区 班・グループ

設しました。今後は大会の案内や結果などを順次

掲載していきます。また、ILTCだよりや会報もそ 氏名 B 年齢 歳

のままダウンロード出来ますので、誰かに配布し 所属 地区 班・グループ

たい場合などには印刷することができます。

(男子・女子)（ ）歳～、スーパーシニア

ホームページの URLは以下です。 に出場を希望します。

http://longtennis.jimdo.com/
締切日 平成 29年 5月 8日（月）

直接 URLを入力しなくとも、各種検索エンジンで
「岩手県ロングテニスクラブ」と入力すれば上位 申込先 ロング事務局 小関 敬

の方にヒットするようになりました。また、岩手 〒 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑 103-8
県テニス協会と盛岡市テニス協会にはリンクを張 TEL&FAX 019-684-2556
って頂きましたので、そちらのホームページから

ジャンプすることもできます。 盛岡及び一関地区の方は班長宛、その他の方

是非ご活用下さい。 は郵送またはファッックスで上記当て申し込

んで下さい。

ロング初夏交流大会 春季テニス交流大会申込書

氏名 年齢 歳 氏名 年齢 歳

所属 地区 班 グループ 所属 地区 班・グループ

締切日 平成 29年 5月 22日(月) 締切日 平成 29年 4月 8日(土)

申込先（現時点で未定、総会時に連絡します。） 申込先 競技委員 阿部 正昭

〒 020-0847 盛岡市南大通 3-12-52
TEL& Fax 019-622-4580

盛岡及び一関地区の方は班長宛、その他の方 盛岡及び一関地区の方は班長宛、その他の方

は郵送またはファッックスで上記当て申し込ん は郵送またはファッックスで上記当て申し込

でください。 んでください。


