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最初にお読みください 

●団体戦への出場選手資格は、各チームを派遣する団体に所属する選手に限ります（三

鷹市テニス協会・選手登録名簿の選手） 

●各対戦の開始時に出場選手全員が揃っていない場合、そのチームは失格となります。

ただし、ダブルヘッダーで試合が継続している選手は、失格の対象とはみなさないの

で、相手チームにその旨を説明してください。 

●試合ボールは対戦両チームで下記の様に割り当てて下さい。 

・対戦表の左側に記載されたチームがシングルス、右側に記載されたチームがダブル

スのボールを提供する。 

・試合ボールは、ブリジストンＸＴ－８とします。使用したボールは提供チームが持

ち帰ってください。 

●「団体戦・選手登録簿」の提出 

 ・各チームは登録簿を２枚作成し、団体戦初戦日にコート責任者に２枚提出し、1枚 

  は、控えとして受取ってください。 

  注：選手登録簿は、初戦日の提出以降は今年度団体戦期間中の訂正（選手の追加、 

    等）は認められませんので、ご注意下さい。 

●「オーダー／結果表」の提出 

 ・対戦終了後、勝利チームの代表者がコート責任者に提出してください。 

●メディカルタイムアウト（ＭＴＯ）（１試合１回のみ３分間）について 

・大会期間中、ドクター及びトレーナーとも常駐しないため、プレーヤーはコート責

任者に要求後、プレーヤー自身で時間内に手当てすることができます。 

●雨天について 

・雨天その他の事情による試合中止の判断は、午前の部の対戦については８：００ま

でに、午後の部の対戦については１１：３０までにコート責任者が行うのでその判

断に従って下さい。試合が開催される場合において、悪天候やその他のいかなる事

情があったとしても、集合時間に規定の人数がそろっていないチームは不戦敗とな

ります。（両チームとも不戦敗が適用される場合は、両チームとも不戦敗扱いとし

ます。） 

・雨天のため実施できなかった試合は予備日に実施します。 

・雨天時など開催が危ぶまれるときは、下記掲示板に開催有無状況などを掲載します。 

    ＰＣ版URL：http://blog.livedoor.jp/mitakatennis/ 

携帯版URL：http://blog.m.livedoor.jp/mitakatennis/ 

なお、掲載時刻は、試合開始（午前８時頃）の１時間前～３０分前を目安とします 

が、前後する可能性もあります。掲示板に「中止」の記載が無い場合は、コートに 

お集まりください。また、この掲示板はお知らせの為のものであり返信はできませ 

ん。お問い合わせなどは一切出来ませんのでご了承ください。 

●ホームページへの写真掲載について 

・表彰者及び競技者の写真をホームページに掲載させていただくことがあります。掲

載を希望されない方は、チーム代表者を通じてコート責任者までお知らせください。 

http://blog.livedoor.jp/mitakatennis/
http://blog.m.livedoor.jp/mitakatennis/
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開催要綱 

 

☆ 主  催： 三鷹市テニス協会 

☆ 期  間： 平成 28 年 4月 2日～7月 23日の間の日曜日 

        （予備日、5月 7日、7月 16日,23日） 

［細部は対戦日程のとおり］ 

☆ 会  場： 三鷹市大沢総合グランドテニスコート Ｎｏ．１～６コート 

        （ただし、4月３０日、5月７日、６月２５日、７月１６日はＮｏ.３～６コート） 

☆ 出場資格： 三鷹市テニス協会加盟団体 

☆ 対戦形式： 男子＝５部構成、各部総当たりのリーグ戦 

           なお、男子５部は、チーム数が多いので以下の２ステップで順位を決めます。 

① ３チームずつ２グループに分け総当たりのリーグ戦 

② 上位３チーム、下位３チームの２グループでの総当たりのリーグ戦 

             （上位３チームは各グループ１位チーム＋２位チームの内ポイン 

              トの高いチーム） 

女子＝４部構成、各部総当たりのリーグ戦 

（詳細は、対戦日程を参照下さい） 

 

☆ 対戦日程：   6～8ページ参照  

☆ 試合方式：   ダブルス  ＝1セットマッチ （６－６ タイブレーク） デュース有り 

            シングルス＝1セットマッチ （６－６ タイブレーク） デュース有り 

☆ 使 用 球：  ブリジストンＸＴ－８ 

☆ 審  判：  原則としてセルフジャッジ 

☆  大会運営： 

  ① 団体戦事業部 

  事 業 部 長 ： 航研硬式テニス部   山岡 行雄 

 コート責任者Ａ：航研 

コート責任者Ｂ：アラカルト 

 コート責任者Ｃ：ジョイブルドン 

コート責任者Ｄ：ハッピーリーフ 

 コート責任者Ｅ：GRID 

② コート責任者 

４月２日 

（第１日） 

４月２３日 

（第２日） 

４月３０日 

（第３日） 

５月７日 

（予備日） 

５月１４日 

（第４日） 

航研 ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 航研  アラカルト 

ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ GRID ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ  航研 

６月１１日 

（第５日） 

６月２５日 

（第６日） 

７月２日 

（第７日） 

７月９日 

（第８日） 

７月１６、２３日 

（予備日） 

ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ アラカルト GRID アラカルト  

 

GRID ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 航研 
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大会細則 ß 

 

☆“三鷹市テニス協会・団体戦・選手登録簿”(以下、「団体戦･選手登録簿」という)の提出 

（１） 団体戦事業部は、登録各団体に開催案内とともに「団体戦･選手登録簿」、「オーダー・結果表」

を配布する。 

（２） 各団体は「団体戦･選手登録簿」を２枚作成し、所属チームの初戦日にコート責任者に２枚と

も提出する。初戦日以外での登録簿の提出は認められません。（提出以降の変更不可） 

（３） コート責任者は「団体戦･選手登録簿」を確認後、２枚とも署名し、１枚を保管し、１枚を返

却する。 

 

＜２０１７年度チーム編成＞  

男
子 

１部 とえてに A 野川クラブ 市民倶楽部 (ﾔﾝｸﾞ)ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ トパーズ A 

２部 PST MITT 富士重工業 アラカルト MSTC 

３部 GRID シルク A すまあとｽﾃｯﾌﾟ ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ H (ｵｰﾙﾄﾞ)ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 

４部 航研 ラトリエ A ラトリエ B 新川倶楽部 Team BYS 

５部 
A シルク B トパーズ B つばさ   

B ホロノミーズ とえてに B ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ B   

女
子 

１部 シルク B ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ 野川クラブ 市民倶楽部 

２部 とえてに PST MSTC パワーテニス ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ H 

３部 ラトリエ A シルク A ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ B トパーズ ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ S 

４部 ラトリエ B 富士重工業 team BYS ﾎﾛﾉﾐｰｽﾞ つばさ 

 

☆ 集合・受付 

（１） 大会当日の最初の対戦は、８：００開始とする。各チームの代表は、７：５０までにコート

責任者に出席を届け、コートの確認、試合の進行などの指示を受けること。 

（２） ２番目以降の対戦は、進行状況により対戦開始時刻が不確定であるため、必ず集合時刻まで

に試合のできる服装で集合すること。なお、試合の進行状況により使用コートが変更になる

場合がある。 

 

☆ メンバー規定およびオーダーの交換 

（１） 出場選手は選手登録簿に記載した選手のみとし、記載されていない者はいかなる場合でも出

場できない。 

（２） 出場選手は中学生以上とする。ただし、中学生の場合の参加人数は、１つの対戦で男子２試

合以下（最大、ダブルス２試合の４名まで参加可）、女子１試合以下（最大、ダブルス１試合

の２名まで参加可）とする。 

（３） 試合集合時間に「オーダー・結果表」の交換を行い（選手全員が揃っていることをお互いに

確認する）、それ以降は選手の変更はできない。ただし、ダブルヘッターで選手が前の試合中

で、オーダー交換以降にケガをした場合は変更可とする。「オーダー・結果表」は、前もって

用紙に記入して持参する。 

（４） 各チームのオーダーは自由に決定することができる。 

（５） 男子のみのチームに限り、女子選手を男子団体戦に登録、出場させることができる。 
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☆ 試合ルール 

（１） 男子はシングルス３試合、ダブルス４試合で各試合１ポイントの計７ポイントの団体戦を行い、

４ポイント以上を獲得したチームを勝ちとする。（勝敗が決した後、天候悪化・日没等により試

合続行が不可能になった場合、両チーム合意のもとサスペンデッドとしても引き分けにしても

よい。ただし、引き分けの場合、当該試合のポイントは両者０ポイントとする。） 

（２） 女子はシングルス１試合、ダブルス２試合で各試合１ポイントの計３ポイントの団体戦を行

い、２ポイント以上を獲得したチームを勝ちとする。（勝敗が決した後、天候悪化・日没等に

より試合続行が不可能になった場合、両チーム合意のもとサスペンデッドとしても引き分け

にしてもよい。ただし、引き分けの場合、当該試合のポイントは両者０ポイントとする。） 

（３） 試合順序は下記を基本とする。ただし、ダブルス、シングルス両方に同一選手が出場する場

合は、試合順序を変更して、効率的に進行できるよう努めること。 

男子は Ｓ３・Ｓ２・Ｓ１・Ｄ４・Ｄ３・Ｄ２・Ｄ１ 

女子は Ｓ１・Ｄ２・Ｄ１ 

（４） 試合前の練習は、各プレーヤーサービス８本のみとする。（厳守） 

（５） 第１ゲーム終了後のコートチェンジは休憩無しとする。また、その他のコートチェンジ時の

休憩も、汗を拭い、水分を補給する程度とする。 

（６） 棄権 

① 不戦敗の場合は、全てのポイントは相手チームの勝利とし、男子は０－７、女子は０－３で

処理する。ゲームカウントもすべて０－６とする。両チームとも選手が揃わなかった場合は、

両者棄権と見なす。 

② オーダー・結果表と異なる選手、又は選手登録簿に登録されていない選手が出場していた場

合には、不戦敗扱いとし、男子は０－７、女子は０－３で処理する。 

③ やむを得ない事情での試合途中の棄権は、それまでのゲームカウントを有効とする。 

④ メンバー不足が明らかな場合は、試合当日の集合時間までに相手チーム及び当日のコート責

任者宛に連絡すること。ただし、試合が雨天などにより延期された場合は、棄権扱いは解消

される。 

⑤ 試合当日に選手が揃わないために棄権する場合でも、参集したメンバーでエキジビションを

行うことは認める。 

⑥ 相手チームが棄権のため不戦勝となったチームは、そのコートの次の試合の集合時刻までそ

のコートを使用することができる。 

⑦ 前項の場合以外は、試合途中の空いたコートでの練習は禁止する。 

 

☆ 試合進行 

（１） 集合時刻にはオーダー交換を行い、試合進行に努めること。 

（２） 男女とも、使用コートのうち試合が終了したコートについては、コートを順次明け渡し、試

合進行の遅いコートについては、打切り時刻となった時点でコートを明け渡すこと。 

（３） オーダーによって試合が連続する場合は、前記の試合ルール（３）の試合順序を変更しても

よい。また、どうしても試合が連続してしまう場合には、１０分間の休憩を要求することが

できるものとする。 

（４） ダブルヘッダーの場合には、集合時間にはオーダー交換を行い２試合の合間に空きコートが
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生じないよう、最初の対戦相手と試合中であっても、次の対戦相手と協力して試合を開始す

る等、試合の進行に協力すること。 

（５） サスペンデッド・ゲーム 

① 規定時間内にゲームを消化できなかった場合、またはゲーム途中の降雨などにより中断した

場合には、コート責任者がサスペンデッド・ゲームと認定する。 

② サスペンデッド・ゲームを行う日時及び場所は、団体戦期間中に設けられている予備日を順

次使用することとする。サスペンデッド・ゲームを認定したその場で、コート責任者は、両

プレーヤーに日時及び場所を指定する。指定の予備日に試合ができないチームは棄権とする。 

③ サスペンデッド・ゲームは、中断した状態（プレーヤー、スコア）からゲームを再開する。

何等かの理由で選手の一方がゲームを再開できない場合、中断する前のその選手のスコアは

有効（Ｗ.Ｏ.とは見なさない）とし、相手選手がその後の全てのゲームを取得して勝利した

ものと見なす。 

④ サスペンデッド・ゲームが対戦の勝敗に影響しない場合は、両プレーヤーが合意すれば、そ

の試合を行わなくてもよい。ポイント得率、ゲーム得率の計算の際には、この試合は全ポイ

ント数にも勝利ポイント数にもカウントしない。 

 

☆ 試合結果報告 

      試合終了後、勝利チームの代表者は「オーダー／結果表」に試合結果を記入し、両チームのキ

ャプテンまたは代表者が署名の上、当日のコート責任者に１部提出すること。 

  

☆ 順位 

（１） 順位決定優先事項は以下の順とする。 

① 勝率 

② 獲得セット数 

③ ゲーム数の得失点差 

④ 上記が同じ場合は、そのチーム間の対戦勝利チームを上位とする。 

⑤ ①～④で決定しない場合は、昨年度団体戦結果順位上位チームを上位とする。 

（２） 表彰は、原則として、男女とも各部の最終試合日に実施するものとする。前年度の各部の優

勝チームは、優勝した各部の初戦に優勝カップを持参すること。上部最下位チームと下部優

勝チームは、次年度団体戦で入れ替わる。 

ただし、団体の退会等により、上位２チーム以上が昇部することもある。 

☆ その他 

（１） セルフジャッジのマナーを守ること（際どい判定は相手有利に）。 

（２） コートには該当試合出場選手と５名までの応援団が入場できるものとする。また、出場選手

のみ３ゲーム以降のコートチェンジの際コーチング可とする。（試合進行の妨げにならないよ

う最長でも９０秒以内にしてください） 

（３） コート外の応援席からのアドバイス(コーチング)は禁止です。 

（４） ゴミは持ち帰ること（特にバナナ、オレンジの皮などの生もの）。試合終了後、キャプテンあ

るいはチーム責任者はコートを点検すること



6 

 

 



 7 
 



 8 
 


