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初にお読みください 
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●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（三鷹市在

住/在勤/在学でなくとも上記の条件を満たせば出場できます） 

●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。 

●「選手登録簿」の提出 

 ・各チームは選手登録簿を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

してください。 

  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。 

●試合結果のテレビ放映について 

 ・武蔵野三鷹ケーブルテレビ（パークシティ、アナログ５ch、地デジ11ch） 

  ニュース「デイリー武蔵野三鷹」（毎日更新） 

  月～金 毎日18:00～、19:45～、20:45～、21:45～、23:45～ 

このうち、スポーツコーナーは、第1週と第3週の木曜と金曜 
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開催要綱 

 

☆ 主  催： 三鷹市テニス協会 

☆ 期  間： 平成24年4月1日～7月15日の間の日曜日 

［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 

☆ 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＊１ 

女子＝４部構成、各部総当たりのリーグ戦＊１ 

＊１：男子第５部、女子第４部のみ、チーム数が多いので２ブロックのリーグ戦とし、 

各ブロック上位２チームによるトーナメントにて順位を決定する。 

（詳細は、対戦日程を参照下さい） 

 

☆ 対戦日程：   ８～１１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      山岡 行雄 

 コート責任者Ａ： ジョイブルドン 山内 良久 

コート責任者Ｂ： オーキット   田中 敏江 

 コート責任者Ｃ： ポーラスター   上田 真弓 

 コート責任者Ｄ： ハッピーリーフ 福山 葉子 

 コート責任者Ｅ： ＧＲＩＤ    竹内 則雄 

 

② コート責任者 

４月 １日 

（第１日） 

４月２２日 

（第２日） 

５月６日 

（第３日） 

５月１３日 

（第４日） 

５月２０日 

（第５日） 

航研 航研 オーキット ポーラスター ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ 

ジョイブルドン オーキット ポーラスター ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ 航研 

５月２７日 

（第６日） 

６月１０日 

（第７日） 

６月１７日 

（第８日） 

６月２４日 

（第９日） 

７月８日 

（予備日） 

ジョイブルドン ＧＲＩＤ ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ 航研  

ＧＲＩＤ ポーラスター ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ オーキット  

７月１５日 

（予備日） 

    

 

 

 



3 

大会細則 

 

☆ ”三鷹市テニス協会・団体戦・選手登録簿”（以下、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選手登録簿、オーダー・結果表を配布する。 

（２） 各団体は選手登録簿を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。 

（３） コート責任者は登録簿を確認後、署名し、１枚を回収・保管し、他の１枚を各チームに返却する。 

 

＜２０１２年度チーム編成＞  

ｼﾞｮｲﾌﾞﾙﾄﾞﾝ 日本無線A 野川クラブ 市民倶楽部Ａ すばるＡ
シルクＡ ＴＣ２０６ 富士重工 運研ＴＣＡ 興洋
シルクB ラトリエＡ アラカルト ＭＩＴＴ 日本無線Ｂ
航研Ａ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ＳＰＣ とえてに すばるＢ

Aﾌﾞﾛｯｸ ホークス ラトリエB PST
Bﾌﾞﾛｯｸ 新川倶楽部 航研B GRID

ﾊｯﾋﾟｰﾘｰﾌ オーキット シルクＢ ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ 興洋
市民倶楽部 シルクA ＳＰＣ アラカルト ラトリエA
富士重工 運研 日本無線 野川クラブ たまちゃんず

Aﾌﾞﾛｯｸ 航研 シルクC PST
Bﾌﾞﾛｯｸ とえてに ラトリエB トパーズ

３部

５部

４部

女
子

男
子

１部
２部
３部
４部

１部
２部

 

☆ 集合・受付 

（１） 大会当日の 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（

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

とする。 

（３） 試合開始前に「オーダー・結果表」の交換を行い、それ以降は原則として、オーダーの変更はできな

い（相手チームの承諾が有ればこの限りでは無い）。「オーダー・結果表」は、前もって用紙に記入し

て持参するか、または、コート責任者から当日受け取って記入してもよい。 

（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） 男子団体戦にのみチームを登録した団体に限り、女子選手を男子団体戦に登録、出場させることがで

きる。 

 

☆ 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
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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 けが等による試合途中の棄権は、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） 集合時刻を守り、かつ試合進行に努めること。 

（２） 男女とも、コート使用時間を１１５分に設定しているが、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、２試合の合間に空きコートが生じないよう、 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
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イント数にもカウントしない。 

 

☆ 試合結果報告 

      全マッチ終了後、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 ポイント得率 （獲得ポイント数／全ポイント数） 

③ ゲーム得率 （勝利ゲーム数／全ゲーム数） 

④ 上記各率が同じ場合は、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 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 終試合の 12:00 までに優勝カップを持参すること。上部 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（降部は 下位チームのみと

し必ず降部する）。 

 

 

☆ 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） 応援席からのプレーヤーに対するアドバイスは厳禁。 

（３） 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。 

（４） コートチェンジは速やかに行うこと。 

（５） 対戦後にコートのブラシ掛けを行うこと。 



対戦日程 2012.04.02見直し版

第１日 4月1日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子5部 男子5部 男子５部

ホークス － ラトリエＢ ラトリエＢ － ＰＳＴ ホークス － ＰＳＴ 新川倶楽部 - ＧＲIＤ

男子5部 女子４部 女子４部 女子４部

航研 － シルクＣ シルクＣ － ＰＳＴ 航研 － ＰＳＴ

新川倶楽部 － 航研Ｂ 航研Ｂ － ＧＲIＤ

とえてに － ラトリエＢ ラトリエＢ － トパーズ とえてに － トパーズ

第２日 4月22日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子2部 男子2部 男子2部

富士重工 － 興洋 シルクＡ － 運研ＴＣＡ 興洋 － シルクＡ シルクＢ － アラカルト アラカルト － ＭＩＴＴ

男子2部 男子2部

運研ＴＣＡ － ＴＣ２０６ ＴＣ２０６ － 富士重工 ＭＩＴＴ － 日本無線Ｂ 日本無線Ｂ － ラトリエＡ ラトリエＡ － シルクＢ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

男子５部

男子５部

男子3部 男子3部

男子3部 男子3部 男子3部
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第３日 5月6日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

女子3部 女子3部 女子３部 女子1部 女子1部

日本無線 － たまちゃんず 野川クラブ － 富士重工 たまちゃんず － 富士重工 ハッピーリーフ － シルクB シルクB － ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ

こ

女子3部 女子3部 女子1部 女子1部 女子1部

運研 － 野川クラブ 運研 － 日本無線 ポーラスター － 興洋 興洋 － オーキット オーキット － ハッピーリーフ

女子2部 女子2部

市民倶楽部 － ＳＰＣ ＳＰＣ － アラカルト

女子２部 女子2部 女子2部

アラカルト － ラトリエＡ ラトリエA － シルクA シルクA － 市民倶楽部

第４日 5月13日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子1部 男子1部 男子1部

野川クラブ － すばるA ジョイブルドン － 市民倶楽部A すばるA － ジョイブルドン 航研Ａ － ＳＰＣ ＳＰＣ － とえてに

男子1部 男子1部

市民倶楽部A － 日本無線A 日本無線A － 野川クラブ とえてに － すばるＢ すばるＢ － ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ － 航研Ａ

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

男子4部 男子4部

男子4部 男子4部 男子4部
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第５日 5月20日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子3部 男子3部 男子3部

アラカルト － 日本無線Ｂ シルクＢ － ＭＩＴＴ 日本無線Ｂ － シルクＢ シルクＡ － 富士重工 富士重工 － 運研ＴＣＡ

男子3部 男子3部

ＭＩＴＴ － ラトリエＡ ラトリエＡ － アラカルト 運研ＴＣＡ － 興洋 興洋 － ＴＣ２０６ ＴＣ２０６ － シルクＡ

第６日 5月27日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子５部 男子５部 男子５部 女子4部

（決勝トーナメント第１試合） 航研 － ラトリエB

PST － GRID 第１試合勝者 － 第２試合勝者 航研B － ラトリエB

男子５部 男子５部 女子4部

（決勝トーナメント第２試合） PST － トパーズ 第１試合勝者 － 第２試合勝者

ホークス － 新川倶楽部 第１試合敗者 － 第２試合敗者

女子4部

シルクC － とえてに 第１試合敗者 － 第２試合敗者

男子2部

男子2部

3

4

5

6

1

1

2

2

3

4

5

6

女子4部（決勝第１試合）

女子4部（決勝第２試合）

男子2部

男子2部 男子2部
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第７日 6月10日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

女子1部 女子1部 女子1部

興洋 － シルクＢ ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ － ハッピーリーフ ハッピーリーフ － 興洋

女子1部 女子1部

オーキット － ﾎﾟｰﾗｽﾀｰ シルクＢ － オーキット

女子2部 女子2部 女子2部

ラトリエＡ － ＳＰＣ アラカルト － 市民倶楽部 市民倶楽部 － ラトリエＡ

女子2部 女子2部

シルクＡ － アラカルト ＳＰＣ － シルクＡ

第８日 6月17日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

男子4部 男子4部 男子4部 男子1部 男子1部

ＳＰＣ － すばるＢ 航研Ａ － とえてに すばるＢ － 航研Ａ ジョイブルドン － 野川クラブ 野川クラブ － 市民倶楽部Ａ

男子4部 男子4部 男子1部 男子1部 男子1部

とえてに － ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ － ＳＰＣ 市民倶楽部Ａ － すばるＡ すばるＡ － 日本無線A 日本無線A － ジョイブルドン

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6
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第９日 6月24日 午前の部 午後の部

コート 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻 集合時刻 打切り時刻

番号 7:50 10:15 9:35 12:10 11:30 14:05 13:25 16:00 15:20 17:55

女子3部 女子3部 女子3部

富士重工 － 日本無線 日本無線 － 野川クラブ 野川クラブ － たまちゃんず

女子3部 女子3部

たまちゃんず － 運研 運研 － 富士重工

1

2

3

4

5

6
 


