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第 20 回横浜市民スポーツ大会テニス競技ミックスダブルス開催要項 
 

1.種    目 一般ミックス、年齢別ミックス（90 才以上、100 才以上、110 才以上、120 才以上、130 才以上） 

             ※ただし、エントリー数が少ない種目については若年層の種目に集約する事があります。 

 

2.期    日 令和３年２月６日(土)より下記日程を予定します。 

2 月 6 日(土),7 日(日),11 日(祭),13 日(土),14 日(日),20 日(土),28 日(日),3 月 6 日(土),7 日(日) 

 

3.会    場    各市営コート(砂入り人工芝コート) 

   （日程毎の会場はドロー発表時の日程表に記載します） 

 

4.参加資格  横浜市内在住、在勤、在学、横浜市テニス協会加盟団体会員 (一人一種目とする) 

              なお、 年齢別ミックスについては生年月日を西暦で明記して下さい｡ 

■90才以上ミックスは男女の合計年令が 90才以上であること。又、男子は 45才以上、 

女子は 35才以上であること。 

■100 才以上ミックスは男女の合計年令が 100才以上であること。又、男子は 50 才以上、 

女子は 40才以上であること。 

■110 才以上ミックスは男女の合計年令が 110才以上であること。又、男子は 55 才以上、 

女子は 45才以上であること。 

■120 才以上ミックスは男女の合計年令が 120才以上であること。又、男子は 60 才以上、 

女子は 50才以上であること。 

■130 才以上ミックスは男女の合計年令が 130才以上であること。又、男子は 65 才以上、 

女子は 55才以上であること。 

・男子 45才以上：1976年（昭和 51年）12月 31 日までの出生者 

・男子 50才以上：1971年（昭和 46年）12月 31 日までの出生者 

・男子 55才以上：1966年（昭和 41年）12月 31 日までの出生者 

・男子 60才以上：1961年（昭和 36年）12月 31 日までの出生者 

・男子 65才以上：1956年（昭和 31年）12月 31 日までの出生者 

・女子 35才以上：1986年（昭和 61年）12月 31 日までの出生者 

・女子 40才以上：1981年（昭和 56年）12月 31 日までの出生者 

・女子 45才以上：1976年（昭和 51年）12月 31 日までの出生者 

・女子 50才以上：1971年（昭和 46年）12月 31 日までの出生者 

・女子 55才以上：1966年（昭和 41年）12月 31 日までの出生者 

 

5.参 加 料     一組 6,000 円（保険料含む） 
※エントリーフィーの支払いは、参加種目の初戦当日に会場受付でお支払い下さい。 

なお、ドロー発表後は、出場されない場合でも所定の参加料をお支払いいただきます。 
 
6.使 用 球    ヨネックス ツアープラチナム                                                                                                                        
 
7.試合方法    8 ゲームズプロセット方式（8－8 タイブレーク、ノーアドバンテージ）一般ミックスは QF より、

年齢別ミックスは SF より 2 タイブレークセット（6－6 タイブレーク、ノーアドバンテージ）ファ
イナルマッチタイブレーク(10 ポイント）。但し､ドロー数､日程変更、運営状況等により変更する場合

があります｡ 

 

8.申込方法   所定申込書（個人票）により下記の場所で受付ます。および、今大会から横浜市テニス協会ネットエン

トリーシステム※によりパソコンとスマートホンからも申し込みが出来ますので利用をお勧めします。 

個人票には氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、生年月日（年齢別種目）、住所、電話番号、Eメールアドレス、参加資格、 

前年度本大会戦績（又は市民大会戦績等）を必ず本人が記入して下さい｡ 

（協会加盟団体員は、できるだけ一括表にまとめ個人票を添付し、所属団体経由で横浜市テニス協会宛に締

切日必着で郵送して下さい｡但し、ネットエントリーでの申し込み分は一括表にまとめる必要はありません。) 

※ネットエントリーシステムは横浜市テニス協会ホームページ https://yokohama-tennis.jp の市民ミ

ックスダブルスのエントリー入口からメールアドレスを入力し、そのアドレス宛に送付されたＵＲＬから個

人票と同じ内容を入力してエントリーすることが出来ます。システムサービス利用料はかかりません。 
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9.申込場所 ・ウィンザーラケットショップ横浜店 ℡045-453-1785 

    ・井上スポーツ ℡045-511-0665(月休) 

    ・ラックたまプラーザ店 ℡045-901-4546(火･1･3 週月休) 

    ・ラックテニススポット港南台 ℡045-831-6050  

    ・横浜市テニス協会 

〒231-0028 中区翁町 1-5-5 関内ｽｸｴｱｰﾋﾞﾙ 306 号 （受付は月･水･金 10:00～16:00) ℡045-663-0557 

※今大会は JOP TENNIS.COM での申込み受付は致しませんので、所定の申込場所又は横浜市テニス協会 

ネットエントリーシステムでお申し込み下さい。 

  

10.申込受付期間  令和２年１１月１８日(水)～１２月１３日(日)午後 ６:００まで（締め切り厳守） 

 

11.仮ドロー発表  令和３年１月１５日(金)頃(上記申し込み場所および当協会ホームページ)  

     

12.主な注意事項  (他の注意事項は仮ドロー発表時に発表します。表記以外は最新のJTAルールに準じます。） 

 

・  本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います。 

・ 試合時の着衣はテニスウェアーとします｡ 日焼け止め対策の為のフェイスマスクは診断書無しの場合は禁止とする。 

・ ウォームアップは､8 本のサービスのみとします。 試合はセルフジャッジとします｡ 

・ ロービングアンパイアやソロチェアアンパイアを付けることがあります｡ 

・ 試合のできる服装で、日程表の集合（試合開始予定）時間前に受付して下さい。遅刻は棄権となります。 

・ 雨天中止は会場で発表します。なお､会場への電話による問い合わせはしないで下さい。 

・ 本大会の出場者には、傷害保険が附保されています｡ 

・ 大会本部からの指示に従わない場合には、失格となる事がありますので注意して下さい｡ 

・ 天候や試合進行状況等で、上記の日程が前後する場合があります｡ 

・ 日程変更は上記申込場所及び横浜市テニス協会ホームページ https://yokohama-tennis.jp で確認 

できます｡  

・ 山手･岡村公園は特に駐車場が狭いので自家用車での来場はご遠慮下さい。 

・ 富岡西公園は、大会参加者の駐車場利用は禁止されています。公共交通機関をご利用ください。 

・ ゴミの持ち帰りにご協力お願いします。 

・ 個人へのドローの配布はいたしません。 
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【新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い】  ［シングルス形式大会、ダブルス形式大会共用］ 

（１）２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせて下さい。 

会場で以下に該当することが判明した場合には、出場を取消し、対戦を辞退いただく場合があります。 

 平熱を超える発熱 

 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

 だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

 嗅覚や味覚の異常 

 体が重く感じる、疲れやすい等 

 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある 

 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在

住者との濃厚接触がある 

 その他新型コロナウイルス感染の疑いがある 

（２）大会に参加する方は当日「参加者確認票」（添付）に自宅で記入・検温し受付に提出して下さい。 

参加者確認票を提出いただけない場合には参加をお断りする場合があります。 

（３）大会会場では以下の事項を遵守して下さい。 

 各会場では会場管理者から定められた感染防止対策指示に従って下さい 

 LINEを利用されている方は「LINEコロナお知らせシステム」ポスターのQRコードを読み込みシステムに登

録して下さい 

 既に厚生労働省「COCOAシステム」をインストール済の方は Bluetoothをオンにして下さい 

 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をして下さい 

 受付時は２ｍ以上の距離をおいて並んで下さい 

 観覧席では距離をおいて座り、大きな声での声援・会話は慎んで下さい 

 応援のみの方の来場はご遠慮願います（応援来場の情報がありましたら選手からお伝え頂ければ幸です） 

 試合中を除きマスクを必ず着用して下さい 

 ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰り下さい 

 自分の試合が終了したら直ちに退出して下さい 

（４） 試合中は以下の事項を遵守して下さい。 

 試合中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、息苦しさを感じたら

すぐに外して下さい。飛沫感染対策としてのマスク類の着用を認めます。 

 ポイントとポイントの間は対戦相手、ダブルスパートナーと２ｍ以上の距離を確保して下さい 

 チェンジエンドの際は対戦相手、ダブルスパートナーと２ｍ以上の距離を確保して下さい 

 ラケット、試合ボール、スコアボード、自分のタオルなどプレイに必要なもの以外には手でふれないで下さい 

 つばや痰をはくことはひかえて下さい 

 試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法で行って下さい 
 

 

 

令和２年１１月１８日  

 

主催 横浜市市民局・(公財)横浜市スポーツ協会 

主催・主管      横浜市テニス協会 

ホームページURL  https://yokohama-tennis.jp 
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