
大 会 名

目　　的

主　　催

共　　催

公　　認

後　　援　（予定）

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会、社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

社会福祉法人 江別市社会福祉協議会、財団法人 北海道障害者スポーツ振興協会

一般社団法人 札幌市障がい者スポーツ協会、北海道新聞社

特別協賛　（予定）

協　　賛　（予定）

株式会社協和エクシオ、株式会社エコス北栄、株式会社テノック、三陽通建株式会社、株式会社コーセイ

日糧製パン株式会社、株式会社オーエックスエンジニアリング、ＹＫＫ　ＡＰ株式会社、有限会社田中商会

六花亭製菓株式会社、インドアテニスセンターウイング、スポーツフィールドキャロット、ヴェルデテニスクラブ

内田機械工業株式会社、株式会社セイコーマート、黒松内銘水株式会社、雪印パーラー、北海道キング設計株式会社

北海道キング設計株式会社、株式会社シー・イー・サービス、株式会社北海道技術コンサルタント

北海道土木設計株式会社、株式会社開発調査研究所、トヨタハートフルプラザ札幌

ゼット株式会社、株式会社ダンロップスポーツ、ヨネックス株式会社、アディダスジャパン株式会社、株式会社ゴーセン

株式会社キモニー、ダイワ精工株式会社、アメアスポーツジャパン株式会社

株式会社ブリジストンスポーツ東日本、東亜ストリング株式会社、HTMスポーツジャパン株式会社

協　　力　（予定）

会　　期　

会　　場

Tel: 011-384-2166

参加資格

②

競技種目

＊参加人数によってクラス分け・試合形式に変更あり

競技方法 ①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

使 用 球

この大会は、車いすテニスを通して、障がい者の体力、精神力の向上を図り、広く障がい者に勇気と希望を与え、
障がい者と健常者が交流を深めることを目的とする。

株式会社宮の森スポーツ、株式会社北海道オフィスプロダクツ、有限会社ニッシン道央、株式会社アミノアップ化学

各ドローともシングルスはコンソレーションを行う。　ただし天候等によって一部中止することがある。

①

３位決定戦は行わない。

医学的に四肢のいずれかに運動機能障害が認められ、ITF車いすテニス規則の規定に該当する者。

●車いすチャレンジ

アシスタントレフリー：日向　徳裕　、　今野　望志

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。

ダンロップＦＯＲＴ

６ゲーム1セットマッチ ６ゲーム1セットマッチ ６ゲーム1セットマッチ

試合進行及びルール等については、トーナメントレフリーに従うものとする。

トーナメントレフリー：谷　正男

各ドローとも、試合はセルフジャッジ(主審のつかない試合ルール)で行う。

Ｃ・Ｄクラス（ＪＷＴＡポイント対象）

※クラス分けは行わない

国際テニス連盟（ITF）車いすテニス規則に基づき行う。

試合形式　６ゲーム1セットマッチ＝６オール、１２ポイント制タイブレーク

車いすテニスに興味のある一般テニス愛好家

Men
●車いすシングルス

　トーナメント

 ●野幌運動公園体育館 (フローリング ３面) 江別市野幌

 〇野幌運動公園テニスコート （１１～１８番コート) 江別市野幌 Tel: 011-384-2166

２０１６年６月２５日(土)～６月２６日(日)　　２日間

道立野幌総合運動公園（江別市西野幌４８１番地）

 〇晴天時　●雨天時

（株）北海道オフィスプロダクツ、（株）アミノアップ化学、（株）協和エクシオ、(株)オーエックスエンジニアリング

吉田学園、千歳リハビリテーション学院、大原学園札幌校、藤女子大学

北海道車いすテニス協会（ＨＷＴＡ）

日本車いすテニス協会（ＪＷＴＡ）

日本女子テニス連盟北海道支部

北海道、江別市

北海道テニス協会、札幌テニス協会、帯広テニス協会、旭川テニス協会

Women　Challenge 　トーナメント

ゼビオ株式会社、マックスバリュ北海道株式会社

一般社団法人札幌馬主協会、公益社団法人北海道トラック協会、一般社団法人北海道ハイヤー協会

北海道車いすテニス大会　HOKKAIDO OPEN 2016　　　※ＪＷＴＡローカルポイント対象

北海道車いすテニス大会実行委員会　実行委員長　渡辺　洋一郎

道立野幌総合運動公園

●車いすダブルス 車いす男女混合 　トーナメント

※クラス分けは行わない

※クラス分けは行わない

Ａクラス（ＪＷＴＡポイント対象）
Men　Challenge 　トーナメント

Women 　トーナメント

ダブルス ６ゲーム１セットマッチ

ChallengeWomen種目 Ｍｅｎ

シングルス



参 加 料 大会１日目 シングルス 4,500円   車いすチャレンジ3,500円　、　大会２日目　ダブルス　3,000円（1ペア）　※昼食付です。

※下記、ゆうちょ口座に振り込み願います。（当日支払を希望される方・領収書が必要な方は別途申出をお願いします。

　　振込先：　ゆうちょ銀行　記号１９０００　番号１３５０８６７１　　名義：渡辺　洋一郎

表 彰 等

申込方法

申込締切り

問合せ先
Tel: 011-811-6324(Fax兼) 

渡辺　洋一郎 Tel: 0167-45-4042(Fax兼)

宿泊先

パーティー

そ の 他 ①

②

　　表彰式

日 　   時

競技期間中の事故について、本大会はイベント保険に加入しますが、保険適用範囲を越える事象での
責任は負いません。

参加申込書（別紙）に必要事項を明記のうえ、期日までに大会事務局に送付、若しくは大会ＨＰ（近日開設）
より申込み願います。（期限厳守）　大会ＨＰ（http://hwtatennis.net）

※　オフィシャルホテル－大会会場間の送迎については、大会会期中にお知らせします。

大会日程（予定）

会　　場

　6月26日(日)
　 13:00～14:00　 車いすテニス　体験会

開会式

　　9:00～　

　　8:30～      受付・練習

道外選手については、下記の日程で「新千歳空港～オフィシャルホテル」の送迎を予定しております。　　　　　　　　　　　　　　　

　　9:00～　　 競技開始

野幌運動公園
テニスコート・体育館

※上記のスケジュールは予定です。変更することもあります。

Men&Women Challenge 　　　　　　　　　　　　１Ｒ～ＦＩＮＡＬ

車いすダブルス Ｍｉｘ（障がい者・健常者問わず） １Ｒ～ＦＩＮＡＬ

１Ｒ～ＦＩＮＡＬ

Women
車いすシングルス

6月25日(土)

　　8:00～      受付・練習

種    目 種    別 24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)

１Ｒ～ＦＩＮＡＬ

Men

競技日程（予定）   

　 15:00～　　 表彰式・閉会式

競技開始　　  車いす ・ＮｅｗMixダブルス

（晴天時） （雨天時）

野幌運動公園
テニスコート・体育館シングルス全クラス

　 15:30～　　

　　8:45～　

６月２４日（金）　　　１５：００発　新千歳空港　　→　１６：００着　ホテルエミシア札幌

６月２６日（日）　　　１６：３０発　野幌総合運動公園　→　１７：３０着　新千歳空港

※　他の時間帯については送迎は行う予定はありませんので、ご了承願います。

※参加料は１人￥４，０００円（税別）の予定です。おいしい料理・飲み物を楽しみましょう！！

行事内容

〒００４－００５２　札幌市厚別区厚別中央２条５丁目2-25　Ｔｅｌ　０１１－８９５－８８１１

６月２５日(土) １９：３０～２１：３０

※６月はホテルが大変混雑しますので、早めのご予約を推奨致します。

ウエルカムパーティーを予定しています。場所・内容については決まり次第お知らせします！

※各自、ご予約お願い致します。　（なお、別添資料の旅行代理店で予約を承ってます）

　なお、送迎をご希望される方は、下記オフィシャルホテルをご利用いただくようお願いします。

オフィシャルホテル　ホテルエミシア札幌

Email: kon-chan777@gol.com

大会実行委員長 Email: nabe.1975@gmail.com

　大会ホームページ　　http://hwtatennis.net

　　＊受付など事務処理の軽減のため、口座振込のご利用にご協力をお願い致します。

平成２８年５月２７日(金) 必着

大会事務局 今野　渉 〒062-0906　札幌市豊平区豊平６条１０丁目１番５-２０２号

各クラスの１位・２位を表彰する。（コンソレーションを除く）　参加者全員に参加賞を贈る。

【送付先】 〒062-0906　札幌市豊平区豊平６条１０丁目１番５-２０２号 　今野　渉　宛



私は、ITFテニス規則、ITF車いすテニス規則を厳守し、大会所定の参加料を支払うととも
に、大会が実施する倫理規定を厳守することに同意します。

私は、本大会期間中におけるいかなる損失・損害・傷病・肖像権などについての損害賠償
を大会側には一切請求致しません。 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【 備　考 】

●すべての選手は次の条項に同意し署名しなければなりません｡

Challenge 　男子　□　女子　□

シングルスランキング　 ITF          　     JWTA            　       .

　Women 　車いすＡ□

【 シングルス 】 ※出場種目をチェックしてください 【 車いすダブルス 】　□参加　　□不参加

　Men 　車いすＣ□　Ｄ□ パートナー

合　　計 円　 同室者氏名

名

6月26日 名

　その他 円　 6月25日 名

　エントリー費 円　

　パーティー費 円　 6月24日 名

日時 人数
ﾊﾟｰﾃｨｰ参加・不参

加
名　

札幌駅・新千歳空港  便名

　氏名

【 申込金内訳 】　※ゆうちょ振込・当日徴収【 宿泊 】※各自予約願います。 【 パーティー申込み】　１人4,320円 

　車いすの台数 付き添い者 有 ・ 無

　到着場所 札幌駅・新千歳空港  便名 　出発場所

　到着日時 　　　月　　　日(　　曜日)　　　時　　　分　　　 　出発日時 　　　月　　　日(　　曜日)　　　時　　　分　　　

　往 　   路 　飛行機　・　その他（　　　　　　　　） 　復      路 　飛行機　・　その他（　　　　　　　　） 

(代表者)

【 交通手段 】 ※送迎の必要な方のみ記入

　E-mail                            @ 所属ｸﾗﾌﾞ

性別 男・女

　住　　所 〒（　　　　-　　　　　）

　電話番号 Tel: Fax: 携帯

　申込日　平成　　　年　　　月　　　日 整理番号 　

生年月日  S・H　　　　年　　 月　　 日　

大 会 申 込 書

　フリガナ

　大 会 名 　北海道車いすテニス大会　ＨＯＫＫＡＩＤＯ OPEN 2016

　氏　　名 （ローマ字）


