
事業 種目 会場 開催日 予備日 申込期間
（最終日必須）

参加費 参加資格 試合方法 備考 担当クラブ

1 第44回総会 旭町公民館 4/24（日） 会員 ◎新型コロナウイルス感染症の状況により、書面評決対応となる

　 場合が有ります。

2 第44回春季ダブルス大会 女子Aクラス 富士見（4面） 4/29(祭) 5/15（日） 3/18 2,500円 会員 1セットマッチ

女子Bクラス 富士見（4面） ～ /ﾁｰﾑ 6-6 スぺランサ

3/24 タイブレーク

3 第44回春季ダブルス大会 男子Ａクラス 富士見（4面） 5/5(祭) 5/15（日） 3/18 2,500円 会員 1セットマッチ ◎Ａクラス上位入賞者は令和4年度秋季県大会に推薦する。

男子Ｂクラス 富士見（4面） ～ /ﾁｰﾑ 6-6 ◎蕨市からの代表資格を共に有するペア＿３チーム あんぐる

3/24 タイブレーク

4 第13回埼玉県テニス選手権 男子選考 富士見（4面） 4/29（祭）男子 5/15（日） 3/18 2,500円 会員 1セットマッチ ◎入賞者は令和3年度秋季県大会に推薦する。 スぺランサ（男子）

秋季大会シングルス選考大会 女子選考 5/5(祭)女子 ～ /人 (蕨登録者) 6-6 ◎蕨市からの代表資格を有する選手＿3人 あんぐる（女子）

3/24 タイブレーク

5 第41回団体戦大会 男子ダブルス×1 富士見（4面） 7/17（日） 7/24（日） 6/10 7,500円 会員 ◎予選1位チームのみ決勝ラウンドに進出する。

（会長杯） 女子ダブルス×1 ～ /ﾁｰﾑ ◎チーム数によりラッキールーザーあり。 T-LOB

混合ダブルス×1 6/16 ◎登録クラブ員34名まで1チーム、35名以上2チーム参加可

6 第40回混合ダブルス大会 男子／女子：Ａクラス 富士見（4面） 8/21（日） 8/28（日） 7/8 2,500円 会員 1セットマッチ ◎進行状況によりコンソレを実施する。

男子／女子：Ｂクラス 富士見（4面） ～ /ﾁｰﾑ 6-6 シャンティ

7/14 タイブレーク

7 第43回シングルス大会 男子・女子：Ａクラス 富士見（4面） 9/11（日） 9/23（祭） 7/22 2,500円 会員 1セットマッチ ◎Ａクラス上位入賞者は令和5年度春季県大会に推薦する。

男子・女子：Ｂクラス 富士見（4面） ～ /人 6-6 ◎蕨市からの代表資格を有する選手＿男・女：各3人 サンバーン

7/28 タイブレーク 　但し、申込者が過小の場合は調整する。

8 第29回女子親善ダブルス大会 富士見(4面） 9/21（水） 9/28（水） 8/5 2,500円 会員 1セットマッチ ◎Ａクラス同士での申込みは不可とする。

～ /ﾁｰﾑ 6-6 　棄権の場合、代理人又は棄権する旨をレフリーに連絡する。 こもも

8/12 タイブレーク

9 第12回100才混合ダブルス大会 富士見（4面） 10/16（日） 10/23（日） 9/2 2,500円 会員 1セットマッチ ◎男女年齢の合計が100才以上。

～ /ﾁｰﾑ 6-6 　2022年12月31日時点の年齢とする。 蕨硬式

9/8 タイブレーク ◎進行状況によりコンソレを実施する。

10 第44回秋季ダブルス大会 男子Ｂクラス 富士見（4面） Bｸﾗｽ Bｸﾗｽ 9/30 2,500円 蕨市内在住、 1セットマッチ

（市民大会） 女子Bクラス 富士見（4面） 11/6（日） 11/20（日） ～ /ﾁｰﾑ 在学、在勤者 6-6 ダックス

10/6 及び会員 タイブレーク

11 第44回秋季ダブルス大会 男子Ａクラス 富士見（4面） Aｸﾗｽ Aｸﾗｽ 9/30 2,500円 蕨市内在住、 1セットマッチ ◎Ａｸﾗｽ上位入賞者（会員）は令和5年度春季県大会に推薦する。

（市民大会） 女子Aクラス 富士見（4面） 11/13(日) 11/20（日） ～ /ﾁｰﾑ 在学、在勤者 6-6 ◎蕨市からの代表資格を共に有するペア＿３チーム ZTC

10/6 及び会員 タイブレーク

12 第40回ベテランダブルス大会 男子45才以上 富士見（4面） 1/8（日） 1/15（日） 12/2 2,500円 会員 別途定める ◎会場にてペアを決める。 エトック

/人 ◎親睦会を開催できない場合は、参加費を2,000円とする。

女子45才以上 ～ ◎棄権の場合、代理人又は棄権する旨をレフリーに連絡する。

12/8 （親睦会費含む） 　1977年12月31日以前に出生の方

13 新年会 会場未定 1/7(土) 12/2 会員 ◎各クラブ1名以上参加ください。

～ ◎新型コロナウイルス感染症の状況により開催しない場合があります。

12/8

14 ジュニアテニススクール 5,000円 小・中学生

/人

15 成人テニススクール 12,000円 一般

/人

春季県大会　5/7～　南部地区大会　6/8～　秋季県大会　9/　～　秋季県大会（ベテラン）　8/　～　春季県大会（ベテラン）　3/～ 市民体力テスト   （市民体育館）　10/10 サンバーン

スポーツフェア（市民体育館）　  3/12　　各クラブから3～5名 あんぐる

蕨硬式

令和5年度春季ダブルス大会・シングルス選考大会日程　4月29日・5月5日（予備日5月14日）

令和3年度大会から、会場は全て富士見第2公園内庭球場（オムニコート）になりました。

富士見
(木曜日ナイター)

１期 　４月～　６月
２期 　７月～　９月
３期 １０月～１２月
４期 　１月～　３月

関連
行事

南部地区都市対抗予選会 （さいたま市天沼公園）　11/6　(日)　（予備日11/13(日)）　                                                              

南部地区ルール＆指導者講習会 5/8   （上尾スポーツ総合センター） 追加登録申込期間　　　混合ダブルス大会申込期間：令和4年7/8～7/14

次年度登録申込期間　 令和5年 2/20～2/末日

令和4年度　蕨市テニス協会事業計画

各ブロック毎
のリーグ戦

富士見
(日曜日早朝)

１期 　４月～　７月
２期 　８月～１１月
３期 １２月～　３月
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