
※大会資料は当日お渡しいたします ※試合日程の変更等の情報はホームページ大会日程が最新となります
アオノミックスダブルス大会申込書

※指定された試合時間を10分以上過ぎますとその試合は棄権とする場合がございます
・同勝率の抽選によりどうしても同対戦になる可能性もございますご了承ください
【練習】大会当日の8:309:20の間練習コートを解放いたします

28組 1月21日 日

☆会場 アオノテニスクラブ
ビギナー級〒 加西市油谷町

☆種目 ミックスダブルス 日程 大会名

申込開始日の1400申込開始

一部変則の受付日がありますので、ご注意下さい。

年度 アオノミックスダブルス大会 年度 年間予定表
申込開始日を設けさせていただきます。

大会要項ビギナー級&中級&オープン級

☆主催 青野運動公苑 アオノテニスクラブ

申込開始日 募集組数 申込締切日
☆参加資格 ビギナー級ペアの両名がビギナー級で上位入賞経験が少ない方 4月23日 日 アオノ ミックスダブルス大会 3/1 14:00 28組 4月16日 日

※2018年4月以降のミックス大会で一度優勝された方は出場できません 4月30日 (日) アオノ ミックスダブルス大会 3/5 14:00 28組 4月23日 日

(木・祝) アオノ ミックスダブルス大会 3/10 14:00

9月3日 (日) アオノグラスコートミックスダブルス大会 6/3 7700円

オープン級オープン 7月2日 日 アオノ ミックスダブルス大会 4/2 14:00

通常基本的に9:30スタートといたします9:15までに受付を完了してください 11月3日 (金・祝) アオノ ミックスダブルス大会 8/3 14:00
(※雨天による大会中止決定は8:00に決定いたします中止の場合ホームページにて掲載)

お申込み受付は申込開始日の14001400前のお申込みについては無効となります

日程

日

28組 4月27日 木

ビギナー級で優勝された方も参加可能です 5月28日 日 アオノ ミックスダブルス大会・13:00スタート 3/20 14:00 28組 5月21日 日

ビギナー級にご参加されている方も参加可能です 6月11日 日 アオノ ミックスダブルス大会・13:00スタート 3/23 14:00 28組 6月4日 日

中級ペアが中級で上位入賞経験の少ない方

28組 6月25日 日

28組 9月11日 月

☆参加料金 ,円/組税込 10月1日 日 アオノ ミックスダブルス大会 7/1 14:00 28組
☆募集組数 各大会ごとに右の表をご参照ください【先着順】組数は変更する場合がございます) 9月18日 (月・祝) アオノ ミックスダブルス大会 6/18 14:00

9月24日 日
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5月4日

28組 10月27日 金

13:00スタート12:45までに受付を完了してください
12月10日 日 アオノ ミックスダブルス大会 9/10 14:00 28組 12月3日 日

☆開始時間

32組 12月17日 日12月24日 日 アオノ ミックスダブルス大会 9/24 14:00
12月27日 水

試合は全てゲーム先取ノーアドバンテージ 2月11日 日 アオノ ミックスダブルス大会 11/11 14:00 28組 2月4日 日

☆試合方法 スイスドロー方式により全チーム対戦行い順位を決定
1月3日 (水・祝) アオノ ミックスダブルス大会 10/3 14:00 28組(※雨天による大会中止決定は11:30に決定いたします中止の場合ホームページにて掲載)

1月28日 日 アオノ ミックスダブルス大会 10/28 14:00

※エントリー数が奇数となた場合各対戦に不戦勝が1組有り

※大会資料は当日お渡しいたします 日程 大会名 もうしも開始日 募集組数

※日程及び種目は変更または中止する場合がありますのでご了承ください

参加数により変更する場合もございます
中級☆ドロー 当日発表各対戦ごとに抽選

申込締切日

6月18日 日

①大会名(日付) ②氏名 ③所属 ④住所 ⑤電話番号 ⑥FAXまたはメールアドレス

※日程及び種目は変更または中止する場合がありますのでご了承ください

☆申込方法 下記申込必要事項を明記の上FAXまたはメールにてお申し込みください 6月25日 (日) アオノ ミックスダブルス大会中級・13:00スタート 3/25 14:00

恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください

5月3日 (水・祝) アオノ ミックスダブルス大会中級 3/6 14:00 28組 4月26日 水

申込受付はメールまたはFAXにて受付完了の連絡をさせていただきます

オープン級

※受付完了の連絡がない場合は送受信エラーの可能性がございます

(木・祝) アオノ ミックスダブルス大会中級 28組 11月16日8/23 14:00
4/16 14:00

☆順位の決定 ①獲得ポイント ②得失ゲーム差 ③得ゲーム多数 ④失ゲーム少数 ⑤抽選

28組

☆申込先 メールtennis-entry@aonoundoukouen.com

グラスコートビギナー級

FAX0790-45-1848

申込締切日
※お申込みは必ず2名でお願いいたします1名のみのお申込みは受付いたしません

1月2日 (火・祝) アオノ新春ミックスダブルス大会 10/2 14:00 28組 12月26日 火

☆キャンセル 申込締切日以降のキャンセルについては参加料金をキャンセル料としていただきます

日程 大会名 受付開始日 募集組数

☆申込締切 各大会ごとに右の表をご参照ください

料金☆ペア変更 お申込み後のペア変更につきましては1名まで認めます2名の場合はキャンセルとなります

※日程及び種目は変更または中止する場合がありますのでご了承ください

☆ホームページ https://www.aonoundoukouen.com 6月4日 (日) アオノグラスコートミックスダブルス大会 3/4 7700円 8組

募集組数
☆問い合わせ アオノテニスクラブ TEL 0790-45-1845 5月5日 (金・祝) アオノグラスコートミックスダブルス大会 3/1 7700円 8組

入賞組がタイになた場合は賞品はタイ同志にて分け合ていただきます 7月30日

☆入賞 優勝・準優勝・位・ラッキー・ブービー・ブービーメーカー・残念賞 7月2日

8月6日 (日)

7月9日 (日) アオノグラスコートミックスダブルス大会 4/9 7700円 8組

なお途中棄権の組は順位の対象外といたします
※参加数により異なる場合がございます 8組 8月27日

※日程及び種目は変更または中止する場合がありますのでご了承ください

1
2対戦目以降は同勝率チームの中で抽選を行い試合をします

同様に抽選と試合を5対戦まで繰返し順位を決定します

大会日 月 日 アオノミックス大会 級
◎スイスドロー方式について

氏名 所属 住所 電話番号 1対戦目は全チームによる抽選にて試合を行います

代表者 電話番号携帯
大会注意事項

メールアドレス FAX:

2
(参加数により4試合になる場合有り)

・試合開始は 第1対戦の抽選は920 それまでにフロントにて入金手続き大会本部にて

令和5年2月21日現在

7月16日 (日) アオノ ミックスダブルス大会中級 28組 7月9日 日

11月23日

※すべてのチームが5試合出来る試合方式となています

日

日

日

アオノグラスコートミックスダブルス大会 5/6 7700円 8組

5月28日 日

金

申込締切日
4月28日

大会名 受付開始日

青野運動公苑HP

QRコード→

コート数が多いから

試合進行がスムーズ

全チームが試合出来る

参加数により試合の場合あり

負けても賞品があたるかも


