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（写）クラブ連絡役員 殿
浦安市テニス協会
会長 髙濱 牧人

第３7 回浦安テニスクラブ団体戦のお知らせ
下記の要領にて第３７回浦安テニスクラブ団体戦を開催致しますので、奮ってご参加下さいますようご案内申し上げ
ます。
１．大会日程： 11 月 11 日（日）女子１日目

9:00～18:00（女子１，２，３回戦）

11 月 18 日（日）男子１日目

9:00～18:00（男子１，２，３回戦）

11 月 25 日（日）男女２日目

9:00～15:00（男女 決勝・準決勝・３位決定戦）

12 日 02 日（日）予備日
※11 月 11 日が雨天の場合、男子１日目は 11 月 25 日になります。
２．使用コート：11 月 11,18,25 日：運動公園 8 面、中央公園 6 面、高洲 4 面、12 月 02 日：運動公園 8 面
３．試合形式 ： クラス別のダブルス５ポイントによるトーナメント方式の団体戦です。
ただし日程消化等の都合により３ポイントを取った段階で試合を終了する場合があります。また、初
戦からコートを２面使用する場合があります。
４．参加資格： 市テニス協会加盟クラブで、メンバー10 人のうち 5 人以上が浦安市の「在住」・「在勤」・「在学」であるこ
とが必要です。また、7 月 31 日提出のクラブ会員名簿に記載のない人には参加資格はありません。
資格要件を満たさないチームは団体戦の参加資格がないのでご注意下さい【団体戦参加要綱参照】
５．申し込み ：１クラブで複数チーム(制限なし)が参加できます。但し同一メンバーの複数チームへの登録は出来ませ
ん。複数チームをエントリーする場合、各クラブの良識と責任において強い順にＡ,Ｂ,Ｃとチーム 編成
して下さい。尚、人数不足のため試合を棄権する事例が発生しているので余裕のある編成をお願いしま
す。 ※なお参加しないクラブもその旨をメールでお知らせ下さい（下記アドレス）。
参加希望クラブは、下記必要事項を E-mail にて１０月２０日（20:00）までに申し込んで下さい。
宛先： hiroyasu_shimada@nifty.com
件名：第３７回団体戦申し込み
本文：クラブ名、連絡先（氏名、E-mail および Tel）
参加チーム数（男子：

チーム、女子：

チーム）

＊ 申し込みは E-mail でお願いします。申し込み受領の確認メールを返信します。返信メー
ルが届かない場合は上記宛先までお問い合わせ下さい。
６．ドロー抽選会 ： １０月２７日（土）日の出公民館 第１会議室 １０:００開始（時間厳守）
９:４５より受付を開始します（ドロー抽選会終了予定１１:００）
各クラブの代表者１名が必ず出席して下さい。（複数チーム参加クラブは複数可：但し会場の都
合上１チーム１人以内）。また、受付はクラブ毎でお願いします。
※ドロー抽選会時にチーム数の変更はできないのでご注意下さい。

７．参 加 費 ： １チーム 3,000 円とします。１０月２７日のドロー抽選会にて徴収します。
８．試合ボール ： ダンロップ フォート・イエローとします。各チームが必ず持参し、試合毎にジャンケンをして勝ち
チームが２缶、負けチームが３缶とします。
９．Ａクラス出場チーム ： 以下に示す男子２０チーム、女子２０チームになります。出場資格等の関係で出場チーム
に変更が生じた場合は、第３６回大会順位に基づく補充を行います。
男子 ： 青べかＡ、アトミックＡ、ウインズＡ、Air -K、NSTC Ａ、エルシティＡ、サンコーポＡ、SOL、
TEAM ZERO、トウェンテイワンＡ、日の出Ａ、日の出Ｂ、Bayside、Bay Wave Ａ、美浜東Ａ、
ワンワールドＡ、ワンワールドＢ、163cm（昇格）、ワンワールドＣ（昇格）、Bay Wave Ｂ（昇格）
女子 ： 青べかＡ、アトミックＡ、アトミックＢ、入船北Ａ、ウインズＡ、浦安グリーンＡ、Air –K、
MF スターダスト、エルシティＡ、サンコーポＡ、ＳＯＬ、翼Ａ、翼Ｂ、翼Ｃ、東野Ａ、日の出Ａ、Bayside、
ワンワールドＡ、浦安グリーンＢ（昇格）、ウインズＢ（昇格）
１０．シード
男子Ａ：①青べかＡ、②Air-K、③日の出Ａ、④TEAM ZERO
男子Ｂ：①MF スターダストＡ、② （注１）、③青べかＢ、④舞浜
女子Ａ：①アトミックＡ、②翼Ａ、③Air-K、④浦安グリーンＡ
女子Ｂ：①青べかＢ、② （注２）、③トウェンティワンＡ、④Bay Wave
（注１）fellows SPORTS 退会により Bay Wave B はＡクラス昇格となり、MF スターダストＡ②→①となり、
②はサンコーポＢ、トウェンティワンＢ、浦安グリーン、Bay Wave Ｃより抽選にて決定
（注２）fellows SPORTS 退会により青べかＢ ②→①となり、②は東野Ｂ、トウェンティワンＢ、
浦安市役所、ワンワールドＢより抽選にて決定
１１．来年度 昇格/降格・シード権について
１）Ａクラスの初戦で敗退したチームはＢクラスへの降格対象チームとします。降格チームは通常男女２チームずつ
で、①ポイント差、②得失ゲーム差、③抽選の順で選出します。
２）Ｂクラス優勝、準優勝チームは来年度Ａクラス出場権を得るものとします。
３）ＡクラスよりＢクラスへ降格したチームはＢクラスのシード権（No.３、４）を得ます。

監督・選手の方へ
監督・選手の方には「団体戦のお知らせ」「団体戦参加要綱」の内容を良く理解頂くと共に、試合の円滑な
進行にご協力下さい。なお、円滑な試合進行のため、特に以下の点にご注意下さい。
１）前の試合終了直前にはコート外に待機し、試合終了と同時に速やかにコートに入るなど、試合間のタイ
ムロスを少なくして下さい。
２）試合中のペアとの相談、エンドチェンジ等によるタイムロスを少なくするよう心がけて下さい。
３）勝ち上がった場合、直ぐ次の試合に入れるよう、諸般の準備（オーダー表、トイレ等）をお願いします。
監督の方へ
１）監督会議を当該チームの最初の試合開始前に行います。
２）監督はメンバー全員が揃っていることを確認して、試合開始予定時間の 15 分前までに「受付」を済ま
せて各会場本部前に集まって下さい。

第３7 回浦安テニスクラブ団体戦参加要綱
１． 参加資格およびメンバー構成
１） 出場メンバーは平成３０年７月３１日までに協会に提出した名簿に登録記載されている方とします。
２） チーム構成はメンバー１０人のうち５人以上が「在住」・「在勤」・「在学」であることが必要です。なお、７月３１日提出のクラブ
会員名簿からの資格変更は認められないのでご注意下さい。
３） 「在住」、「在勤」、「在学」の定義は以下の通りとします
「在住」：浦安市に居住している者
「在勤」：浦安市内の事業所に勤務している者
「在学」：浦安市内に立地する学校法人に在籍している者
４） エントリー時の資格チェックは行いません。ただし、在学の場合は学校名を、在勤の場合は会社名およびその所在地及
び連絡先電話番号を、「事前登録メンバー表」及び「エントリー時メンバー表」に記載して下さい。
５） 参加資格およびメンバー構成に虚偽などの不正があった場合はペナルティの対象となるのでご注意下さい。
６） 複数チームを申し込むクラブはクラブ及びクラブ代表者の良識と責任において、強い順からＡ、Ｂ、Ｃ・・・と編成して下さい。
２．出場メンバーの事前登録について
本大会では、試合当日における参加資格のチェック作業等軽減のため、出場メンバーの事前登録を行います。別添の「事前
登録メンバー表」に従ってメンバー１０名を記入の上、１0 月 27 日のドロー抽選会時に提出して下さい。エントリー時にメン
バー変更のないよう、できる限り正確な記載をお願いします。
３． 試合形式
１） ダブルス５ポイントによるトーナメント方式とします。
２） １セットマッチ、6-6 タイブレイク・ノーアド（レシーブサイドを選択）とします。
３） 初戦注） は５ポイント行いますが、２，３回戦は勝敗が確定した段階で試合を打ち切る場合があります。これについては試合の
進行状況により大会本部が判断・決定しますので、その指示に従って下さい。
注)

初戦とは当該チームにとって最初の試合のことであり、シードチームは２回戦が初戦になります。

４．「 エントリー時メンバー表」 の提出および受付
１） 「エントリー時メンバー表」は各試合当日の（試合開始時間に関わらず）８時４５分までに各試合会場の本部席まで提出して下
さい。提出がない場合は棄権と見なします。なお、各チームは試合開始予定 30 分前には会場に集合して下さい。
２） 「事前登録メンバー表」からのメンバーの変更は無いようにお願いします。
３） やむを得ない事情がある場合に限り「事前登録メンバー表」記載のメンバーの変更を認めます。この場合は「エントリー時メ
ンバー表」に必要事項を記入して、各会場本部の承認を受けて下さい。なお、提出した「エントリー時メンバー表」からのメン
バーの変更は、その試合当日中は認められません。
４） 「エントリー時メンバー表」において参加資格の要件を満たさないチームは出場できません。
５．監督会議
１） 監督会議を試合開始予定時間の１０分前より各会場本部にて行います。監督はメンバー全員が揃っていることを確認して、
試合開始予定時間の１５分前までに「受付」を済ませて本部前に集まって下さい。
６．オーダー、オーダー表の交換、およびメンバーの欠員
１） ペアの組み合わせ、および順序は各試合ごとに任意とします。
２） 監督はオーダー表をコート役員に渡し、選手をNo.5からオーダー順に並ばせます。担当役員は提出されたオーダー表を基
にオーダーを確認し、オーダー表を相手チーム監督に渡します。
３） 試合は No.5 から順に開始します。

４） その日の第一試合開始の挨拶時にはメンバー表、オーダー表に登録された選手全員が揃っていなければなりません。いな
い場合はそのペアを No.5 として棄権とみなし、No.5 を不戦敗とします。また第一試合にいなかったメンバーは、当日のそれ
以降の試合には参加できません。なお、第二試合以降で試合開始の挨拶（オーダー表交換）時に不在の選手がいた場合、
そのペアを No.5 として棄権とみなし、No.5 を不戦敗とします。
５） 対戦開始後は、次戦に出場の選手はコート近くに待機し試合開始に備えてください。試合開始時に規定時間（１０分間）を過
ぎてもペアが揃わない場合はそのペアを不戦敗とします。
７． 試合の中断・打切り、メンバー 交代等
１） 試合の中断・打切りは、天候、時間、対戦チーム両者の合意等によるものとし、大会本部が判断・決定します。
２） 雨又は日没等により試合が中断し日にちが変わった場合、中断したゲームポイントから続きを行います。中断中のメンバー
は変更できません。また残りのポイントで欠員が生じた場合も代わりのメンバーは補充できません。 中断中のゲーム又は残
りのポイントで欠員が生じた場合は、そのポイントは不戦敗となります。
３） 雨等により、例えば１回戦が終了し２回戦以降の日にちが変わった場合、２回戦以降のメンバー交代は認められます。
交代できるメンバーは下位チームのメンバー又は１日目不参加のメンバーとします。１日目に上位チームに参加したメンバ
ーは勝ち残っている下位チームには参加できません。なお、試合が中断した場合のメンバーの変更は認められません（第２
項参照）。
８． 審判およびコートレフリー
１） セルフジャッジ制とします。フットフォルトについても選手自身で十分注意をするようお願いします。
２） コートレフリーはＩＤ（Staff と記載）を付けて本部席にいます。セルフジャッジで相手方に重大かつ連続的な反則行為があった
場合、プレイヤー本人又は監督を通じコートレフリーに立ち会いの要請ができジャッジの公正判断を求めることができます。
９． 監督
１） 監督は参加チームのメンバーの中、又は所属するクラブ員の特定の方 1 名を決めて、必ずオーダー表に明記して下さい。
同一人物が同時進行中の別の（複数の）チームの監督になることは出来ません。
２） 監督が選手として試合に出場するなどその役割を果たせない場合、ベンチコーチを他の選手の中から選任することが出来
ます。また、複数のコートで試合をする場合、必要に応じてベンチコーチを置くことが出来ます。
３） チーム管理の為、監督（またはベンチコーチ）のコートサイド入りを認めます。試合中の助言は監督（またはベンチコーチ）
のみで、エンドチェンジ時にのみ出来ます。
４） 試合終了後、勝ちチームの監督は対戦チーム監督のサインが記載された試合結果を、速やかに本部に提出して下さい。
１０． 応援
１） 応援は試合進行に支障がないよう、選手、監督のみ認められます。試合中のジャッジは応援席側からは絶対にしないよう徹
底して下さい。なお待機選手は、運動公園はコートサイドにて応援ができます。
１１． その他
１） 時間厳守を励行して下さい。なお各試合の開始予定３０分前には全員揃って下さい。
２） 雨天の場合、試合の有無は当日会場にて確認して下さい。
３） 試合前のウオーミングアップはサービス４本とします。
４） 大会中の怪我については協会は責任を負いかねますので、自己責任においてスポーツ保険等への加入をお願いします。
５） コート内でのマナーとして、物を食べることは禁止です。また、携帯電話の電源はＯＦＦにして下さい。
１２．大会連絡先
本大会に関わる連絡先は以下の通りです。

また試合日程変更等は随時協会ＨＰに掲載しますので確認してください。

島田 弘康 (E-mail： hiroyasu_shimada@nifty.com) なお、連絡は E-mail でお願いします。

事前登録メンバー表
チーム名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（男子・女子）

No.

メンバー氏名

資格の区分
（該当を○で囲ってください）

１

在住・在勤・在学・その他

２

在住・在勤・在学・その他

３

在住・在勤・在学・その他

４

在住・在勤・在学・その他

５

在住・在勤・在学・その他

５

在住・在勤・在学・その他

７

在住・在勤・在学・その他

８

在住・在勤・在学・その他

９

在住・在勤・在学・その他

10

在住・在勤・在学・その他

会社名
学校名

所在地及び連絡先電話番号

協会
確認欄

※事前登録メンバー表は 10 月 27 日のドロー抽選会に提出して下さい。
※在勤の方は会社名とその所在地及び連絡先電話番号を記入して下さい。在学の方は学校名を記入して下さい。
※「事前登録メンバー表」は 7 月 31 日提出のクラブ会員名簿と事前照合します。名簿からの資格変更は認められないのでご注意下さい。

エントリー時メンバー表
チーム名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（男子・女子）

No.

メンバー氏名

資格の区分
（該当を○で囲って下さい）

事前登録
の有無

１

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

２

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

３

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

４

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

５

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

６

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

７

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

８

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

９

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

10

在住・在勤・在学・その他

有(

)・無

監督名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会社名
学校名

所在地及び連絡先電話番号

協会
確認欄

※「エントリー時メンバー表」は各試合当日の 8:45 までに各試合会場の本部席まで提出して下さい。
※異なるチームに事前登録したメンバーの変更は原則として認めませんが、やむを得ない事情がある場合に限り「事前登録の有無」欄に
事前登録時のチーム名を括弧内に記入し、変更理由を余白に記載して各会場本部で承認を受けて下さい。
※在勤の方は会社名とその所在地及び連絡先電話番号を記入して下さい。在学の方は学校名を記入して下さい。
※事前登録のない方は 7 月 31 日提出のクラブ会員名簿と照合します。名簿からの資格変更は認められないのでご注意下さい。

