
平成27年度

新春ダブルステニス大会
兼平成28年度春季県大会予選会

日　　程.平成　28　年1月　24　日(日)

予備日1月31日(日)

場　所:東松山庭球場､中原コート

主　催:東松山市テニス協会

役　員:会　　　長　　坂本祐之輔

副　会　長　　伊藤正明　田中　透

レフェリー　　須長定夫

運営委員長　　川上洋一

運営委員　　柄津一雄　新村久徳

上原和子

福田　則行(大東文化)

上村勇(インフィニティ)



日程･場所.時間割

1月24日(日)

東松山庭球場　8:00 (受付締切り時刻)　一般男子ダブルス全員

8 : 30 (受付締切り時刻)

一般女子ダブルスNo.1-No. 1 6

9 : 00 (受付締切り時刻)

一般女子ダブルスNo. 1 7-No.32

10: ∞ (受付締切り時刻)

初心者男子.女子ダブルス全員

※今回は集合時間の設定が今までと違うので必ず出場選手に伝えてください

1月31日(日)予備日

予備日の日程は､事務局(タナカ写真館)に貼り出します｡電話による問い合わせは禁止します｡

駐車場は､きらめき市民大学の北側駐車場を利用願います｡野球場側も使用不可｡

くれぐれも周辺の道路や他の駐車場等に駐車して､周辺の方の迷惑にならないように気をつけて下さい｡

遅刻は理由の如何にかかわらず認められません｡十分注意下さい｡

試合規則及び注意事項

会場が砂入人工芝コートですので､天候により中止になることは少ないです｡会場へ行き､レフェリーの指示

に従って下さい｡

1.使用球は､ダンロップフオートです｡

2.試合はすべて､ 1セットマッチ6-6タイブレーク･ゲーム方式です｡

3.全試合セルフジャッジとします｡ (事情により変更もあり)

4,セットブレークルールで実施します｡ (1ゲーム目終了後の休憩はなし)

5.コートを離れるのは原則として禁止です｡止むを得ず離れる場合はレフェリーの指示に従って下さい｡

6.ウオームアップは各選手サービス4本のみとします｡

7.会場の準備､後片付けは選手の方々にお願いしますのでレフェリーの指示に従って下さい｡

8.服装はテニスウェアであれば良いものとしますo Tシャツは不可､トレーナー･ジャージ･色物は可です.

但し､目に余る場合はレフェリーが注意し､着替えてもらうこともあります｡

9.試合時間前には十分な準備運動をして下さい｡試合中の選手の健康管理は選手自身の責任において行うも

のとします｡大会中､選手の身体上のトラブルについて責任は一切負いません｡

10.その他の規則は原則として日本テニス協会規則に準じます｡

ll.試合進行は原則としてオーダーボード形式で行いますo (呼び出しはしませんのでご注意下さい)大会本

部席のオーダーボード表を良く見て､前の試合の状況に注意し､終わり次第すぐコートに入って下さい｡

遅れた場合は棄権とみなしますoまた､次の試合に入っている選手は､大会本部にボールを取りに行きチ

ェックを受けて下さい｡

12.試合結果は勝者がセットボールを持って本部へ報告してください｡

13.コンソレーションを行う予定です｡

14.セルフジャッジの判断で対戦相手に疑問や不満がある場合はプレー中にレフェリーに申し出てください

審判員を付ける等の処置をいたします｡

15.県大会の出場選手決定について

①本大会の成績上位者男女各3組は5月開催の埼玉県テニス選手権大会への出場資格が与えられます｡

②埼玉県テニス選手権大会への出場権がベスト4までの選手で決まらない場合は､ベスト8までの選手か

ら抽選にて決定します｡ただし､状況により順位戦を行う場合もあります｡



新春ダブルス大会　一般男子ダブルス
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新春ダブルス大会　一般女子ダブルス
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新春ダブルス大会　初心者男子ダブルス
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新春ダブルス大会　初心者女子ダブルス
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