
第３９回 三田市総合体育大会テニスの部 

兼 第３０回三田市テニス大会 

テニストーナメント大会要項（一般の部） 

２０１６年（平成２８年） 

 

 

 

 

 

 

 

主      催  三田市 

協      賛  三田市体育協会 

主      管  三田市テニス協会 

後      援  三田市体育振興会連絡協議会、神戸新聞社  

日時・種目  ８時４５分より受付け、９時より試合開始 

９月１７日(土)       男子ダブルスＳ、 男子ダブルスＡ、 ミックスダブルスＣ 

９月１８日(日)      女子ダブルスＡ、男子ダブルス４５歳以上    

９月２４日(土)      女子ダブルス５０歳以上、男子シングルスＢ  

１０月２２日(土)      女子ダブルスＢ、女子ダブルスＣ、男子シングルスＡ、  

１０月２９日(土)       ミックスダブルスＳ、男子シングルスＣ 

１０月３０日(日)      男子ダブルスＣ、男子シングルスＳ 

１１月２３日(水)     女子シングルスＡ、 女子シングルスＢ、男子ダブルスＢ 

１１月２６日((土)    ミックスダブルスＡ、ミックスダブルスＢ 

 １２月 ３日（土）    ミックスダブルス１００歳以上、１１０歳以上、１２０歳以上 

１２月 ４日（日）      男子ダブルス６０歳以上、女子ダブルス４０歳以上 

１２月１７日（土）    雨天予備日 

１２月１８日（日）    雨天予備日 

１２月２４日(土)       雨天予備日 

 (注１) いずれの日程も雨天の場合は、雨天予備日に順延します。ただし、雨天予備日で試合消化ができなかった場合は、 

１２月24日以降に改めてコートを確保します。予備日は、協会ホームページ上のブログに掲載します。 

 (注２) １日で試合が消化できない場合は、他の日に振り替えることがあります。 

(注３) 申し込み者数が多い場合は、ブロック単位で優勝を決める場合もあります。 

(注４) 出場できなくなった場合（三田市テニス協会員）は、必ず事前に所属クラブ代表理事または、大会役員へ連絡して 

ください。 

会     場  下青野テニスコート オムニコート１２面使用 

試合方法   予選はリーグ戦２試合による、１セットマッチ（６－６ １２ポイントタイブレーク）ノーアドバンテージ方式でおこない、

順位は勝数で決定し、３人枠は１人、４人枠は２人が本戦に出場できます。 

本戦はトーナメント方式による、１セットマッチ （６－６  １２ポイントタイブレーク)でおこないます。 

ただし、天候その他の事由により、大会本部が必要と認めた時は上記試合方法を変更する場合もあります。 

３人枠の試合方法 

試合の順序は、① ドロー№の昇順１vs２でおこない、② ①の敗者 vs３、③ ①の勝者 vs３の順序で各選手は２試

合おこなう。順位は勝数で決定し、３人枠は１人（１組）が本戦に出場できます。 

ただし、勝数が同じ場合は取得ゲーム率（取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数）が高い方を上位とし、 

２者同率の場合は直接対決の勝者を上位とし、３者同率の場合はタイブレーク方式により勝敗を決めます。 

その際に本部席でトーナメント方式によるタイブレークの組み合わせ抽選をおこないます。 

なお、３人枠でドロー数が何らかの理由により２人枠になった場合は、同一選手と２試合おこない、順位を決める。 

その際、同率となった場合は、タイブレーク方式で勝敗を決める。 

４人枠の試合方法 

① 平成２８年 ７月１０日（日 ）より申込み受付開始 
② 平成２８年 ８月 ７日（ 日）必着 



試合の順序は① ドロー№の昇順１vs２でおこない、② 昇順３vs４でおこなう。次に③ ①の敗者と②の敗者が対 

戦し、④ ①の勝者と②の勝者が対戦し、１位と４位を決定する。 

２位３位の決定に際し、直接対決をおこなっていれば勝者を優先し、直接対決がおこなわれていない場合は取得 

ゲーム率（取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数）が高い方を上位とし、取得ゲーム率が同じ場合には、 

タイブレーク方式で決めます。なお、４人枠でドロー数が何らかの理由により３人枠になった場合は、３人枠の試合 

方法で勝敗を決定し上位２人（２組）が本戦に出場できます。また、同様に２人枠になった場合は、同一選手と２試合お

こない、順位を決める。同率の場合は、タイブレーク方式で勝敗を決める。なお、２人（２組）とも本線に出場できます。 

代替選手出場の注意事項 

シングルスおよびダブルスの代替選手参加出場は認めません。 

試 合 球   ダンロップフォートイエロー 

参加資格  学生を除く三田市在住・在勤者及び協会加盟クラブ員（学生のかたは総体Ｊｒの部にエントリーお願いします）。 

参加資格（出場クラス含む）に違反した場合は、次の大会には出場できなくなりますので、十二分にご注意くださ

い。 

種   目 

男子シングルス 

・Ｓクラスの出場に制限はありません。 

・過去の三田市総体および三田市長杯において各クラス（Ｓを除く）で優勝･準優勝をした選手は、 

そのクラスには出場できません。 

・過去２年以内に三田市総体および三田市長杯においてＳでベスト４以上に入賞した選手は、 

Ａ,Ｂ,Ｃには出場できません。同じくＡでベスト４以上に入賞した選手は、Ｂ,Ｃには出場できません。 

また、Ｂでベスト４以上に入賞した選手はＣには出場できません。 

女子シングルス 

・Ａクラスの出場に制限はありません。 

・過去の三田市総体および三田市長杯において女子シングルスＡで優勝･準優勝をした選手は、 

Ｂクラスには出場できません。 

・過去２年以内に三田市総体および三田市長杯において女子シングルスＡでベスト４以上に入賞した選手は、 

Ｂクラスには出場できません。 

男子ダブルス 

・Ｓクラスの出場に制限はありません。 

・過去の三田市総体および三田市長杯において各クラス（Sを除く）で優勝･準優勝をした選手は、 

そのクラスには出場できません。 

・過去２年以内に三田市総体および三田市長杯においてＡでベスト４以上に入賞した選手は、 

Ｂ,Ｃには出場できません。同じくＢでベスト４以上に入賞した選手はＣには出場できません。 

・ダブルスのペアで、二人のクラスが異なる場合は、上位クラスに出場してください。 

・ミックスダブルスでの成績は反映されません。 

女子ダブルス 

・Ａクラスの出場に制限はありません。 

・過去の三田市総体および三田市長杯において各クラス（Ａを除く）で優勝･準優勝をした選手は、 

そのクラスには出場できません。 

・過去２年以内に三田市総体および三田市長杯においてＡでベスト４以上に入賞した選手は、 

Ｂ,Ｃには出場できません。同じくＢでベスト４以上に入賞した選手はＣには出場できません。 

・ダブルスのペアで、二人のクラスが異なる場合は、上位クラスに出場してください。 

・ミックスダブルスでの成績は反映されません。 

ミックスダブルス 

・Ｓクラスの出場に制限はありません。 

・過去の三田市総体および三田市長杯において各クラスで優勝･準優勝をした選手は、 



そのクラスには出場できません。 

・過去２年以内に三田市総体および三田市長杯においてＡでベスト４以上に入賞した選手は、 

Ｂ,Ｃには出場できません。同じくＢでベスト４以上に入賞した選手はＣには出場できません。 

・ダブルスのペアで、二人のクラスが異なる場合は、上位クラスに出場してください。 

・ミックスダブルスの参加クラスは男子ダブルス、女子ダブルスの参加条件の上位クラスで出場してください。 

   ミックスダブルス１００歳、１１０歳、１２０歳以上 

       ・ペア併せて１００歳以上、１１０歳以上、１２０歳以上であること。なお、１２０歳以上の部の申込み組数が６組に

満たない場合は、１１０歳以上の部への申し込みと、１１０歳以上の部の申込み組数が６組に満たない場合は、

１００歳以上の部への申込みとみなします。また、１１０、１２０歳以上の部の申込み組数の合計組数が６組に満

たない場合には、１００歳以上の部への申込みとみなします。 

男子ダブルス４５歳以上、男子ダブルス６０歳以上 

・男子ダブルス４５歳以上には、昭和４６年１２月３１日以前に生まれた方、男子ダブルス６０歳以上には、 

昭和３１年１２月３１日以前に生まれた方が参加できます。４５歳以上と６０歳以上の重複出場は可能です。 

また、男子ダブルスＳ、Ａ、Ｂ、Ｃクラスへの重複出場も可能です。 

女子ダブルス４０歳以上、女子ダブルス５０歳以上 

・女子ダブルス４０歳以上には、昭和５１年１２月３１日以前に生まれた方、女子ダブルス５０歳以上には、 

昭和４１年１２月３１日以前に生まれた方が参加できます。４０歳以上と５０歳以上の重複出場は可能です。 

また、女子ダブルスＡ、Ｂ、Ｃクラスへの重複出場は可能です。 
 (注５) 同一種目のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃクラスへの重複出場はできません。 

(注６) 出場規定に反した場合には、出場取り消しとなります。 

参 加 料   ダブルス ２，０００円（１組） 、 シングルス １，５００円 

申込方法  

(1).協会加盟団体所属の方は、クラブで参加料をとりまとめて、申込み先の口座に郵便振込みをおこない、指定の申込情報

に参加者の登録番号、氏名、出場クラスなどの必要事項を記入の上、申込情報をメールにて送信してください。その際振

込者名、振込日、振込金額を併せて送信してください（書面での申し込みには併せて郵便振込の領収書のコピーを添え

てクラブごとに申込んでください）。なお、領収書は大切に保管してください。 

 (2).一般参加の方（協会加盟団体所属の方以外）は、申込み先の口座に郵便振込みをおこない、所定の申込み用紙 

（ホームページより印刷）に必要事項を記入の上、振込領収書のコピーを添え申込んでください。 

ドロー表は下記ホームページにて８月２2 日（月）に公開予定です。 

三田市テニス協会ホームページ http://sandatennis.yu-yake.com/  

(3)申込に際しての個人情報は、本大会運営のためだけに利用いたします。（詳細は最終ページに記載） 

      (注７) 書面で申し込みの方は、１枚の申込み用紙に複数種目を併記せず、1種目だけを記入してください。電子で送信の方は 

        申込情報の各種目欄に所定の事項を入力し、送信してください。 

      (注８) 申込受け付後の取り消し、参加料の返還は一切おこないませんので申込み内容を確認の上、申込んでください。 

      (注９) 各種目において、申込者数が４チーム未満、あるいは４人未満の場合は種目の実施を取りやめる場合があります。 

その場合には参加料の返還をおこないます。 

振込先口座  郵便局   口座番号：記号１４２９０ 番号４９９４６９１   

加入者名：三田市テニス協会 会長 井上正次 

 他の金融機関（ゆうちょ以外）から振込される場合 

店名：四ニ八 （ヨンニハチ） 店番：４２８  預金種目：普通預金  口座番号：０４９９４６９ 

申込み先      669-1546 三田市弥生が丘1-3-1 2-312 浦沢由晴 

問い合せ先      ＴＥＬ079-562-9255  浦沢由晴 

申込み受付      平成２８年 ７月１０日(日) より 

申込み締切      平成２８年 ８月 ７日(日) 必着 

ドロー会議      平成２８年 ８月１４日(日)  ９：００ ～ １１：００ ウッデイタウン市民センター視聴覚室 

※ドロー会議には本大会エントリー者であれば誰でも参加できます。 



（注４）の連絡先  ＴＥＬＴＥＬ079-562-9255  浦沢由晴 

表    彰         １位、２位、３位にメダルと表彰状を授与します。 

大会役員 

トーナメントディレクター 芝 志郎     

アシスタントディレクター 篠崎 聡 浦沢由晴    

大会委員 江田康志 小田 修 高谷和樹 速水俊之 柏原収二 

 若林武徳 木曽嘉隆 中村修典 小島かおり 村本邦治 

 山口雅司 大場 誠 佐藤 亮 藤木康生 青柳雄大 

 山田博征 鈴木康弘 本田俊雄 西前英樹 別所亜希子 

 斎藤弘恵 持舘英伸 岩田卓馬 湯本智也子 岡沢幹治 

 冨岡健一 清川弥生    

注 意 事 項 

（試合前） 

 １. 代替選手の出場はシングルス、ダブルス共に参加できません。 

 ２. 出場選手は予選リーグ集合時間までに出席を本部席に届けてください、集合時間を過ぎると失格になります。 

 ３. 出場できなくなった場合は、必ず事前に所属クラブ代表理事等に連絡し、代表理事等は当日の本部席役員へ連絡 

   してください 

 ４. 試合は本部席前のオーダーオブプレー(試合開始順番表）の掲示に従って進行します。 

 ５. マイクを使ったコールは原則として行いませんので、選手はオーダーオブプレー(試合開始順番表）に十分注意して 

   ください。 

 ６. オーダーオブプレー(試合開始順番表）に名前が貼り出されたら、直ちにコートに入って下さい。１０分経過してもコート

に入らない場合は失格とします。 

 ７. 出場選手は、オーダーオブプレー(試合開始順番表）の掲示に従いコートに集合し、試合の相手を確認してください。

なお、集合の際にはグループ毎の一番若いドローＮＯ．の選手がボールを、二番目に若いドローＮＯ．の選手がスコ

ア表を本部席まで取りに来てください。 

（試合） 

 １. 予選はリーグ戦方式で２試合による１セットマッチ・ノーアドバンテージ（６－６ １２ポイントタイブレーク）でおこない、 

    本戦はトーナメント方式１セットマッチ（６－６ １２ポイントタイブレーク）でおこないます。ただし、天候その他 

   の事由により、大会本部が必要と認めた時は上記試合方法を変更する場合もあります。 

 ２. 試合前の練習は各自サーブ６本のみとします。 

 ３. 試合はセルフジャッジとします。 

 ４. 自コートのボールジャッジを即座にできない場合は、相手側ポイントとなります。 

 ５. ノーアドバンテージ方式のミックスダブルス４０－４０（フｵーテｲオール）ではサーバーが男性の時は男性。サーバーが 

  女性の時は、女性がそれぞれレシーブします。 

 ６. 試合が連続する選手の場合は、５分間までの休憩を認めます。 

 ７. シングルス・ダブルスともに控え選手は、試合進行がスムーズに行えるよう、シングルスの場合はネット付近のボール

拾い。ダブルスの場合は、バックネット付近のボール拾いをお願いします。なお、４人枠の場合は控え選手２名ダブル

スは４名）で行います。 

  8. 試合終了後、スコアを記入し、順位を確定してスコア表と使用球を本部席まで届けてください。 

  （同率の時は全員で本部席に来てください） 

 ９. 痙攣で試合が中断した場合は、レフェリーが痙攣を確認してから３分間以内に試合を始められない場合は、その者が

リタイアしたものとみなす。その試合が予選リーグの試合であれば、本戦へは進めない。この３分間の猶予規定は１試

合に１回のみ適用される。（新設）（予選リーグにおいては、リタイア後の残りゲームを対戦相手が取得したものとして

カウントする（例えば 4-6。但しスコア記録上は、リタイア時のゲーム数を持って記録する（例えば、4-0ＲＥＴ））。 

１０. 試合中にけが等のため手当を必要とする場合は、レフェリーを呼び、選手自身で手当てができる。 

 

 （その他） 

 １. プレーヤー以外のコートへの立ち入りは禁止します。アクシデントの場合は、本部席役員に連絡してください。 

  ２. 観衆は、コートの外から判定に加わってはいけません。 

 ３. テニスコート内での携帯電話は電源を切るかマナーモードにしてください。センターコート内での観衆も同様です。 



  ４. 試合ではテニスウエア・テニスシューズを着用してください。 

  ５. フルフェィスマスク着用での試合は、原則禁止します。コート内でのパラソルの使用を禁止します。 

６. 熱中症について、（１）体調をしっかり整える。（２）「ノドが乾いた」と感じる前に、こまめに水分を摂ること。（３）塩分も

体外に出てしまうのでスポーツドリンク等でしっかり補給しましょう。 

 ７. 雨天で予定日数内に試合が消化できなかった場合は改めてコートを確保します。その際、日程の都合が悪く、参加 

   できない場合も参加料はお返しできません。 

８. 試合上の質疑は（財）日本テニス協会の定めるテニス規則及びトーナメント協議規則に基づきレフェリーが裁定 

    します。 

 ９. 本大会での負傷に対し主催者は一切の責任を負いません（本部席に救急箱を設置）。 

１０. 貴重品の保管は各自で責任を持って下さい。盗難について主催者は責任を負いません。 

１１. 雨天等で大会開催が危ぶまれる時でも会場まで来てください。管理事務所への電話等による確認や問合せは 

   行わないでください。 

    なお、当日午前８時時点で「警報」が三田市に発令されている場合は、当日の大会を中止します。 

   なお、順延日等の情報は、テニス協会のホームページ上にある協会ブログに掲示します（三田市テニス協会ホームペ

ージ http://sandatennis.yu-yake.com/)。 
１２. 「雷注意報」の発令があった場合は、直ちに試合を中断して避難して頂きます。避難後、ゲームカウント、スコア、 

   エンド、サービス順番等を記録してください。 

 13. 試合途中に日没や天候不順等により試合続行が困難となった場合は、レフェリーを呼び判断を仰ぐことができる。 

１4. 駐車場は台数に制限があり、駐車台数が増えますと一般道路への駐車となり、大変危険になります。 

    できる限り乗り合わせてご来場ください。 

１5. 個人情報については、三田市テニス協会個人情報保護ポリシーを遵守します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（試合方法と予選リーグ） 

３人枠の試合方法 

       

試合の順序は、① ドロー№の昇順 1vs２で行い、② ①の敗者 vs３、③ ①の勝者 vs３の順序で各選手は２試合行う。 

順位は勝数で決定し、３人枠は１人（１組）が本戦に出場できます。 

  

ただし、勝数が同じ場合は取得ゲーム率（取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数）が高い方を上位とし、 

２者同率の場合は、直接対決を行っていれば勝者を上位とし、３者同率の場合はタイブレーク方式により、勝敗を決めます。 

その際に本部席でトーナメント方式によるタイブレークの組み合わせ抽選を行います。 

なお、３人枠でドロー数が何らかの理由により、２人枠になった場合は、同一選手と２試合行い順位を決める。 

 

その際、同率となった場合は、タイブレーク方式で勝敗を決める。 

４人枠の試合方法 

試合の順序は、① ドロー№の昇順 １vs２で行い、② 昇順３vs４で行う。次に、③ ①の敗者と②の敗者が対戦し、 

④ ①の勝者と②の勝者が対戦し、１位と４位を決定する。 

２位３位の決定に際し、直接対決を行っていれば勝者を優先し、直接対決が行われていない場合は、取得ゲーム率 

（取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数）が高い方を上位とし、取得ゲーム率が同じ場合にはタイブレーク方式 

で決めます。なお、４人枠でドロー数が何らかの理由により３人枠になった場合は、３人枠の試合方法で勝敗を決定し、上位 

２人（２組）が本戦に出場できます。また、同様に２人枠になった場合は、同一選手と２試合おこない、順位を決める。同率の 

場合は、タイブレーク方式で勝敗を決める。なお、２人（２組）とも本選に出場できます。 

         

(予選リーグ） 

       

スコア結果記入例   

      

グループ ドロー№ 選手名（所属名） 選手① 選手② 選手③ 勝敗 順位 

 

Ｂ 4 選手①（所属名）   ６－４ ６－３ ２勝０敗 １ 

 

  5 選手②（所属名） ４－６   ３－６ ０勝２敗 ３ 

 

  6 選手③（所属名） ３－６ ６－３   １勝１敗 ２ 

 

取得ゲーム率計算例 

      

グループ ドロー№ 選手名（所属名） 選手④ 選手⑤ 選手⑥ 勝敗 取得ゲーム率 順位 

Ｃ 7 選手④（所属名）   ６－４ ３－６ １勝１敗   ９/１９＝０．４７   ３ 

  8 選手⑤（所属名） ４－６   ７－６ １勝１敗 １１/２３＝０．４８   ２ 

  9 選手⑥（所属名） ６－３ ６－７   １勝１敗 １２/２２＝０．５５   １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三田市テニス協会 

三田市テニス協会個人情報保護ポリシー 

 

三田市テニス協会（以下協会）は、個人情報を適切に保護すること、安全に管理することが、協会の社会的責

任であることを認識し、以下に記載する個人情報保護方針を定め、全理事がそれを実践することで、個人情報

の保護に努めます。 

 

１、個人情報の取得について 

協会は個人情報を取得する際は、その利用目的を明確にし、かつ公正な手段によって個人情報を取得しま

す。 

 

２、個人情報の利用について 

協会は個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で利用します。 

 

３、個人情報の第三者提供について 

協会は法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。 

 

４、個人情報の管理について 

・協会は個人情報を正確かつ安全に管理します。 

・協会は委託先においても常に監督し、安全管理に努めます。 

・ 協会は個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩（ろうえい）などを防止するた

め、必要な安全対策を講じます。 

 

５、個人情報の開示・訂正・追加・利用停止・消去について 

協会は本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・利用停止・消去等を求める権利を有していること

を確認し、これらの要求がある場合は速やかに対応します。 

 

６、個人情報保護への対応について 

協会は個人情報の取り扱いに関する苦情、問い合わせに真摯（しんし）に対応するとともに、個入情報保護に

関する諸法令を遵守します。 

 

７、個人情報保護ルールについて 

協会はこの方針を実行するため、協会内個人情報保護ルールを継続的に見直し、これを協会理事に周知徹

底させ、その意識を高めるとともに改善に務めます。 

 

                                              以上 

 


