
令和２年度事業計画 安城市硬式テニス協会

大会
大会には　[安城市硬式テニス協会]　を検索しHPから申し込むことを推奨します。

他の申込み方法として申込み期限内であれば以下でも受け付けます。
、FAX、０５６６－７４－０８０１ 協会メール　；info＠anjo-tennis.net

   大会種目の変更

新規プログラム　

〇　ウイークデー女子団体戦

　　ウイークデーに実施する女子の団体戦を行います。

終了するプログラム

〇　安城インドアテニストーナメント男子ダブルス

〇　春、秋の初心者テニスイベント

　　　一定の役割を終えたと判断して終了します

〇　スポレク地区大会選考会の終了

　　　愛知県の取り扱いの変更により地区大会の中止を決定します。

実施期日予備日 申込期間 大会名 種目 会場 表彰、賞品 参加費

5月～ 12/20 3/1～3/31 チーム対抗2020 男子A,B,C.D,E,F 協会員であれば個人登録者 当事者決定各ブロック チーム

12月 (土） (日）　（火） 決勝は 12月6日(日） 女子A,B も出場可能 安城市内の１位２位チーム2000円

公園コートにて行います コート優先

5月～ 3/1～3/31 ウイークーデー女子団体戦ウイークデーの 協会員であれば個人登録者 当事者決定 チーム

12月 (日）　（火） 女子の団体戦 も出場可能 安城市内の 2000円

コート優先

4/5 4/11 3/1～3/22 安城市民シングルス 男女シングルス 協会員以外でも出場可能 公園コート 優秀選手 協会員2000円

(日） (土） (日）　（日） 一般、男45歳以上、男55歳以上 10面 　　　を表彰 非協会員3000円

5/3 無し 4/1～4/19 春季クラス別例会　 男子B.Dシングルス 協会員だけの大会です 公園コート クラスごとに 1人

（日） (木）　（日） 別途クラス別けの目安を示す 10面 優秀選手を 2000円

表彰

5/21 6/4 4/12～5/3 春季ウイークデー女子 Aダブルス 過去の優勝者も含めて協会員は公園コート クラスごとに 組

（木） （木） (日）　（日） （注） 何方も出場できます 10 面 優秀選手を 2000円

いずれか１クラスだけに Bダブルス 過去のA,Bの優勝者以外は 表彰

出場出来ます 出場できます

Cダブルス 過去のBベスト4以上は出場不可

初心者、試合経験の少ない人が出場できます

6/6 6/20 5/1～5/17 安城シニアオープン2020 男子年齢別ダブルス協会員以外も出場可能 公園コート 参加賞及び 組

（土） （土） (金）　（日） (第２１回大会） 加算年齢100歳以上大会時、ペアの合計が 10面 優秀選手を 3000円

加算年齢120歳以上100歳以上か120歳以上であること 表彰

安城オープン2020 女子ダブルス 協会員以外も出場可能 参加賞及び 組

優秀選手を 3000円

(第４２回大会） 表彰

6/13 無し 5/10～5/24 安城オープン2020 男子ダブルス 協会員以外も出場可能 公園コート 参加賞及び 組

(日） (日）　（日） (第４２回大会） 10面 ベスト4以上 3000円

安城シニアオープン2020 女子年齢別ダブルス協会員以外も出場可能 参加賞及び 組

(第２１回大会） 加算年齢90歳以上 大会時、ペアの合計が 優秀選手を 3000円

90歳以上であること 表彰

8/2 8/16 7/5～7/19 夏季クラス別例会　Ⅰ 男子Cシングルス 協会員による大会です 公園コート 優秀選手を 1人　2000円

（日） (日） (日）　（日） 別途クラス別けの目安を示す 表彰

10面

一般ミックス大会 混合ダブルス 協会員は何方も出場可能 組　2000円

8/23 9/6 7/12～8/2 夏季クラス別例会　Ⅱ 男子A.Cダブルス 協会員による大会です 公園コート クラスごとに 組

（日） (日） (日）　（日） 別途クラス別けの目安を示す 10面 優秀選手を 2000円

女子Bダブルス 表彰

10/3 10/17 9/1～9/20 秋季クラス別例会　Ⅰ 男子,B.Dダブルス 協会員による大会です 公園コート クラスごとに 組

（土） (土） (火）　（日） 別途クラス別けの目安を示す 優秀選手を 2000円

女子.Cダブルス 10面 表彰

出　場　資　格



実施期日予備日 申込期間 大会名 種目 会場 表彰、賞品 参加費

10/11 10/25 8/1～8/31 第４1回安城選手権 男子シングルス 安城市在住､在勤､在学の者で 公園コート 参加賞及び 1人

(日） (日） (土）　（月） (安城市主催） ランキング上位者優先 6面 ベスト４まで 1000円

女子シングルス (出場枠は男女とも３２）

11/1 無し 9/27～10/11市民テニス大会 男子、女子ダブルス協会員は何方でも出場可能 公園コート クラスごとに 組

(第４２回大会） 一般。男子45歳以上、男子55歳以上 優秀選手を 2000円

（日） (日） (日）　（日） 10 面 表彰

11/5 11/19 10/4～10/18秋季ウイークデー女子 Aダブルス 過去の優勝者も含めて協会員は公園コート クラスごとに 組

（木） （木） (日）　（日） （注） 何方も出場できます 10 面 優秀選手を 2000円

10～17 いずれか１クラスだけに Bダブルス 過去のA,Bの優勝者以外は 表彰

出場出来ます 出場できます

Cダブルス 過去のBベスト4以上は出場不可

初心者、試合経験の少ない人が出場できます

12/5 12/19 11/1～11/15秋季クラス別例会　Ⅱ 男子BDダブルス 協会員による大会です 公園コート クラスごとに 組

(土） （土） (日）　（日） 別途クラス別けの目安を示す 優秀選手を 2000円

女子Bダブルス 10 面 表彰

秋季アクティヴ60ダブルス男女無差別 協会員以外も出場可能 優秀選手を 組

      ダブルス 4月1日現在男子満年齢60歳以上 表彰 2000円

女子満年齢50歳以上は何方も出場可

2/21 ～1/10 第24回西三河マスターズ 男子ダブルス 各地区指定市民大会ベスト８ 西尾体育館 組

選手権 女子ダブルス 2000円

◎　全国ジュニアテニスツアー　（スポーツサンライズ主催）を安城市に誘致　（18歳以下の年齢別　男女シングルス）

大会名安城オープンジュニア 会場　安城市総合公園テニスコート

開催日　5/16(土）予備日5/30（土）　　 　1/30(土）予備日1/31（日）　

詳しくは　www,jop-tennis,com　参照

強化試合 4月1から11月18日まで毎月　第 １、第 ３ 水曜日、ｐｍ ５～９ 総合公園コートA,B,C,D　4面使用、ボールは持参のこと。

出　場　資　格


