2022年度

第15回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項

（兼、第93回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会・ビジネスパル予選）
2022年3月1日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 2022年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2022年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
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4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３つのメールアドレスに速やかに送付すること。
実業団委員メアド jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
HP担当 寺井
fumino.terai.ja@fe.navy.mil
terai@yokosuka-tennis.com
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1) 相手チームに事前に連絡をとる。
(2) コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、
レフェリーはホームチームが担当する。
(3) コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームと
ビジターチームの立場が変更になる。

4．試合方法
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
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7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
1）参加費の振込みは、申込み時には行わず、大会開催後に、振込みを依頼します。

9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 3月15日（火）必着
4）登録書の送付先：
実業団委員 横須賀市役所 鈴木宛 suzuki@yokosuka-tennis.com
実業団委員専用メールアドレス jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
10．ドロー会議
新型コロナウイルスによる感染拡大防止、及び出席者の安全を守る観点から
ドロー会議は開催いたしません。
なお、ドロー抽選につきましては実業団委員にて公正に実施いたします。
後日、議事録とドロー表を各参加団体代表者宛に送付いたします。
11．申込み時の注意事項
1）書留郵便では受付けない。
2) 参加費の振込みは、申込み時には行わないでください。
大会開催後に振込みを依頼します。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。
3）男女優勝チームには、翌年3月に実施される、県ビジネスパル大会への
出場権が与えられます。
4) 奇数年の春季大会で優勝した男子チームの代表者が、
翌年（偶数年の春季大会）から2年間委員長を務める。
次期副委員長は現委員長が着任し、委員長や県実業団のサポートを担う。
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13．お知らせ
1）追浜テニスコートの利用について
2022 年度も下記日程にて、追浜公園のテニスコートを確保しました。
実業団大会の目的（市予選、県 B、,県 A、練習試合等）で、利用することができます。
日程：

4 月 24 日（日）、5 月 8 日（日）、6 月 19 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-19:00
10 月 2 日（日）、10 月 30 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-19:00
12 月 4 日（日）
大津 #7-9 コート、 8:30-17:00

詳細は、別途案内を送ります。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2021年度 第14回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項
（兼、第92回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
2022年1月14日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
2022年2月12日（土）、13日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：19日（土）、20日（日）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 古川（090-3997-4200）
※進行状況により、時間・試合方法を変更する場合があります。
緊急事態宣言等で大津公園コートが使用禁止の場合は開催中止とします。

2．参加資格
1) 2021年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
2）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
3) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
4．試合方法
＜男女共通＞
1) 8ゲームマッチ、セミアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
2）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は、全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
3）試合前の練習はサービス8本のみとする。
4）試合方法は天候等により変更する場合がある。
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＜男子のみ＞
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダーは、選手登録順に関係しない。
＜女子のみ＞
1）単2試合、及び複1試合による対抗戦。
2）試合は、D→S1→S2の順序で実施する。
3）単複の重複出場は可。
4）シングルスは、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2と出場する。

5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
(大会当日は各チームがダンロップフォート３缶(6球)をご準備ください。)
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8) 大会開催中は【参加者確認票】新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い.pdfの
内容に沿って運営します。参加者の皆様におかれましては内容をご確認いただき、
感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。
なお、大会当日の試合開始前に参加者確認票を大会本部にご提出ください。
8．参加費
1チーム 男子6,000円 女子3,000円（コート代、運営費、保険代込）
参加費は申し込み時に振り込まず、大会当日に会場受付にてお支払いください。

9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 1月28日（金）必着
3）登録書の送付先：
実業団委員 JVCケンウッド 古川宛 furukawa@yokosuka-tennis.com
実業団委員専用メールアドレス jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
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10．ドロー会議
新型コロナウイルスによる感染拡大防止、及び出席者の安全を守る観点からドロー会議
は開催いたしません。
なお、ドロー抽選につきましては実業団委員にて公正に実施いたします。
後日、議事録とドロー表を各参加団体代表者宛に送付いたします。
11．申込み時の注意事項
1）書留郵便では受付けない。
2) 参加費の振込みは、申込み時には行わないでください。
大会当日に徴収いたします。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・本大会は、男女準優勝チームにも県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。
3）大津公園での大会中止の場合は、県 B 大会出場チーム選出のため、
第１～４シードによる対抗戦を実施します。
＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2021年度

第13回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項

（兼、第91回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会・ビジネスパル予選）
2021年3月1日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 2021年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2021年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。

-1-

4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３つのメールアドレスに速やかに送付すること。
実業団委員メアド jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
HP担当 寺井
fumino.terai.ja@fe.navy.mil
terai@yokosuka-tennis.com
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1) 相手チームに事前に連絡をとる。
(2) コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、
レフェリーはホームチームが担当する。
(3) コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームと
ビジターチームの立場が変更になる。

4．試合方法
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
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7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
1）参加費の振込みは、申込み時には行わず、大会開催後に、振込みを依頼します。

9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 3月15日（月）必着
4）登録書の送付先：
実業団委員 JVCケンウッド 古川宛 furukawa@yokosuka-tennis.com
実業団委員専用メールアドレス jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
10．ドロー会議
新型コロナウイルスによる感染拡大防止、及び出席者の安全を守る観点から
ドロー会議は開催いたしません。
なお、ドロー抽選につきましては実業団委員にて公正に実施いたします。
後日、議事録とドロー表を各参加団体代表者宛に送付いたします。
11．申込み時の注意事項
1）書留郵便では受付けない。
2) 参加費の振込みは、申込み時には行わないでください。
大会開催後に振込みを依頼します。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。
3）男女優勝チームには、翌年3月に実施される、県ビジネスパル大会への
出場権が与えられます。
4) 奇数年の春季大会で優勝した男子チームの代表者が、
翌年（偶数年の春季大会）から2年間委員長を務める。
次期副委員長は現委員長が着任し、委員長や県実業団のサポートを担う。
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13．お知らせ
1）追浜テニスコートの利用について
2021 年度も下記日程にて、追浜公園のテニスコートを確保しました。
実業団大会の目的（市予選、県 B、,県 A、練習試合等）で、利用することができます。
日程：

4 月 2５日（日）、5 月 09 日（日）、6 月 20 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-19:00
10 月 3 日（日）、10 月 31 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-19:00
12 月 5 日（日）
大津 #7-9 コート、 8:30-17:00

詳細は、別途案内を送ります。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2020年度 第12回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項
（兼、第90回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
2021年1月12日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
2021年2月13日（土）、14日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：20日（土）、21日（日）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 古川（090-3997-4200）
※進行状況により、時間・試合方法を変更する場合があります。
横須賀市に緊急事態宣言が発令されているときは開催を中止します。
2．参加資格
1) 2020年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（追加加盟は名簿の提出のみとし、追加加盟料は徴収しません。）
2）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
3) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
4．試合方法
＜男女共通＞
1) 8ゲームマッチ、セミアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
2）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は、全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
3）試合前の練習はサービス8本のみとする。
4）試合方法は天候等により変更する場合がある。
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＜男子のみ＞
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダーは、選手登録順に関係しない。
＜女子のみ＞
1）単2試合、及び複1試合による対抗戦。
2）試合は、D→S1→S2の順序で実施する。
3）単複の重複出場は可。
4）シングルスは、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2と出場する。

5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8) 大会開催中は【参加者確認票】新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い.pdfの
内容に沿って運営します。参加者の皆様におかれましては内容をご確認いただき、
感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。
なお、大会当日の試合開始前に参加者確認票を大会本部にご提出ください。
8．参加費
1チーム 男子6,000円 女子3,000円（コート代、運営費、保険代込）
1）参加費の振込みは、申込み時には行わず、大会開催後に、振込みを依頼します。
2）追加加盟は名簿の提出のみとし、追加加盟料は徴収しません。

9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 1月22日（金）必着
3）登録書の送付先：
実業団委員 JVCケンウッド 古川宛 furukawa@yokosuka-tennis.com
実業団委員専用メールアドレス jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
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10．ドロー会議
緊急事態宣言発令中のため、新型コロナウイルスによる感染拡大防止、及び出席者
の安全を守る観点からドロー会議は開催いたしません。
なお、ドロー抽選につきましては実業団委員にて公正に実施いたします。
後日、議事録とドロー表を各参加団体代表者宛に送付いたします。
11．申込み時の注意事項
1）書留郵便では受付けない。
2) 参加費の振込みは、申込み時には行わないでください。
大会開催後に振込みを依頼します。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・本大会は、男女準優勝チームにも県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2020年度

第11回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項

（兼、第89回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会・ビジネスパル予選）
2020年2月25日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 2020年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2020年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
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4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３つのメールアドレスに速やかに送付すること。
実業団委員メアド jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
HP担当 寺井
fumino.terai.ja@fe.navy.mil
terai@yokosuka-tennis.com

5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1) 相手チームに事前に連絡をとる。
(2) コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、
レフェリーはホームチームが担当する。
(3) コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームと
ビジターチームの立場が変更になる。

4．試合方法
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
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掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。

8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
9．申込み方法
今年度より、締め切りの日が、テニス協会登録・会長杯と同じ日になりました。
実業団大会の参加費と、加盟費や会長杯参加費を一緒に振り込みできます。
「振込み者」欄には、”加盟団体番号”と振込者氏名を記入してください。
例：市役所、横須賀太郎 → ジ０９ヨコスカタロウ
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）参加費は次のいずれかの口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
3）申し込み期間： 3月9日（月）必着
4）登録書の送付先：
実業団委員 JVCケンウッド 古川宛 furukawa@yokosuka-tennis.com
実業団委員専用メールアドレス jitsugyoudan@yokosuka-tennis.com
※併せて、ドロー会議参加の可否（参加者名）を連絡すること。

10．ドロー会議
2020年3月19日（木） 19:00～20:00
久里浜コミュニティセンター 第１会議室
住所：横須賀市久里浜6-14-2 （久里浜行政センター内）
京急久里浜駅から徒歩10分、JR久里浜駅から徒歩13分
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2492/sisetu/fc00000450.html
★当日緊急連絡先：古川（090-3997-4200）
お車でお越しの際は、駐車場（無料）がございます。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。
3）男女優勝チームには、翌年3月に実施される、県ビジネスパル大会への
出場権が与えられます。
4) 奇数年の春季大会で優勝した男子チームの代表者が、
翌年（偶数年の春季大会）から2年間委員長を務める。
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次期副委員長は現委員長が着任し、委員長や県実業団のサポートを担う。

13．お知らせ
1）追浜テニスコートの利用について
2020 年度も下記日程にて、追浜公園のテニスコートを確保しました。
実業団大会の目的（市予選、県 B、,県 A、練習試合等）で、利用することができます。
日程：

4 月 26 日（日）、5 月 10 日（日）、6 月 21 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-19:00
10 月 4 日（日）、11 月 1 日（日）
追浜 #1-3 コート、8:30-17:00
12 月 6 日（日）
大津 #7-9 コート、 8:30-17:00

詳細は、別途案内を送ります。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2019年度 第10回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項
（兼、第88回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
2020年1月10日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
2020年2月15日（土）、16日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：23日（日）、24日（月祭）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 豊田（080-5544-5823）
※進行状況により、時間・試合方法を変更する場合があります。
2．参加資格
1) 2019年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2019年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
4．試合方法
＜男女共通＞
1) 8ゲームマッチ、セミアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
2）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は、全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
3）試合前の練習はサービス8本のみとする。
4）試合方法は天候等により変更する場合がある。
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＜男子のみ＞
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダーは、選手登録順に関係しない。
＜女子のみ＞
1）単2試合、及び複1試合による対抗戦。
2）試合は、D→S1→S2の順序で実施する。
3）単複の重複出場は可。
4）シングルスは、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2と出場する。

5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム 男子6,000円 女子3,000円（コート代、運営費、保険代込）
9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 1月24日（金）必着
3）登録書の送付先： 在日米軍 豊田 宛
（下記全てのアドレスへ送信）
Sumihito.Toyoda.JA@fe.navy.mil
toyoda@yokosuka-tennis.com
※併せて、ドロー会議の参加可否、及び参加の場合は参加者名を連絡すること。
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10．ドロー会議
2020年1月31日（金） 19:00～20:00
久里浜コミュニティーセンター 第1会議室
住所：横須賀市久里浜6-14-2（久里浜行政センター内）
京急久里浜駅から徒歩10分、JR久里浜駅から徒歩13分
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2492/sisetu/fc00000450.html
★当日緊急連絡先：豊田（080-5544-5823）
※お車でお越しの際は、駐車場（無料）がございます。
参加者には、交通費を支給します。

11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・本大会は、男女準優勝チームにも県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2019年度

第9回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項

（兼、第87回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会・ビジネスパル予選）
2019年2月27日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 2019年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2019年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
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4）試合結果の報告
試合の結果は、下記3者（5つのメールアドレス）に速やかに送付すること。
在日米軍 豊田
sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil
te.mou.ru@gmail.com
NTTドコモ 佐藤 hiroyuki.satou.fe@nttdocomo.com
HP担当 寺井
fumino.terai.ja@fe.navy.mil
fumino@v006.vaio.ne.jp
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1) 相手チームに事前に連絡をとる。
(2) コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、
レフェリーはホームチームが担当する。
(3) コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームと
ビジターチームの立場が変更になる。

4．試合方法
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
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5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。

8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
9．申込み方法
※お願い
市県テニス協会加盟や会長杯の申し込みと日程が重複しています。
加盟費や会長杯参加費とは別に、振り込みをしてください。
実業団参加費のみを振り込んで下さい。
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）参加費は次のいずれかの口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
3）申し込み期間： 3月11日（月）必着
4）登録書の送付先： 在日米軍 豊田 宛
（下記全てのアドレスへ送信）
Sumihito.Toyoda.JA@fe.navy.mil
te.mou.ru@gmail.com
※併せて、ドロー会議参加の可否（参加者名）を連絡すること。

10．ドロー会議
2019年3月20日（水） 19:00～20:00
久里浜コミュニティセンター 第１会議室
住所：横須賀市久里浜6-14-2 （久里浜行政センター内）
京急久里浜駅から徒歩10分、JR久里浜駅から徒歩13分
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2492/sisetu/fc00000450.html
★当日緊急連絡先：豊田（080-5544-5823）
お車でお越しの際は、駐車場（無料）がございます。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。
3）男女優勝チームには、翌年3月に実施される、県ビジネスパル大会への
出場権が与えられます。
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4) 今大会（奇数年の春季大会）で優勝した男子チームの代表者が、
翌年（偶数年の春季大会）から2年間委員長を務める。
次期副委員長は現委員長が着任し、委員長のサポートや県実業団委員の
役割を担う。

13．お知らせ
1）追浜テニスコートの利用について
2019 年度も下記日程にて、追浜公園のテニスコートを確保しました。
実業団大会の目的（市予選、県 B、,県 A、練習試合等）で、利用することができます。
日程：

4 月 28 日（日）、5 月 12 日（日）、6 月 16 日（日）、
10 月 13 日（日）、11 月 4 日（月祝）
12 月 1 日（日※大津コート）
コート数： 追浜コート 3 面（１番～3 番コート）
大津コート 3 面（7 番～9 番コート）（12 月 1 日のみ）
時間帯： 8：30～19：00、または 8：30～17：00
詳細は、別途案内を送ります。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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2018年度 第8回横須賀市実業団対抗テニス大会
実施要項
（兼、第86回神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
2019年1月11日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
2019年2月16日（土）、17日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：23日（土）、24日（日）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 豊田（080-5544-5823）
※ただし、今年の予備日は、神奈川選手権が開催されるため、
その終了後が予備日程になります。
進行状況により、時間・試合方法を変更する場合があります。
2．参加資格
1) 2018年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）2018年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) 元社員・元職員（OBOG）の参加も条件付きで認める。
・上記 １），2）を満たしていること。
・OBは、55歳以上（※早期定年退職者に限り50歳以上。）
・OGは、年齢制限なし。
※ただし、元社員・元職員は、県実業団大会には出場できない。
5) チーム登録をしてない選手は出場できない。
6) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子4、女子4とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCDの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
・各チームに最低1名は、現社員・現職員がいること。
・元社員・元職員は、選手登録書に、OBOGを明記すること。
4．試合方法
＜男女共通＞
1) 8ゲームマッチ、セミアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
2）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は、全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
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3）試合前の練習はサービス8本のみとする。
4）試合方法は天候等により変更する場合がある。
＜男子のみ＞
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダーは、選手登録順に関係しない。
＜女子のみ＞
1）単2試合、及び複1試合による対抗戦。
2）試合は、D→S1→S2の順序で実施する。
3）単複の重複出場は可。
4）シングルスは、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2と出場する。

5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム 男子6,000円 女子3,000円（コート代、運営費、保険代込）
9．申込み方法
1）チーム単位で【選手登録書】に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
2）申し込み期間： 1月25日（金）必着
3）登録書の送付先： 在日米軍 豊田 宛
（下記全てのアドレスへ送信）
Sumihito.Toyoda.JA@fe.navy.mil
te.mou.ru@gmail.com
※併せて、ドロー会議の参加可否、及び参加の場合は参加者名を連絡すること。
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10．ドロー会議
2019年2月1日（金） 19:00～20:00
久里浜コミュニティーセンター 第2会議室
住所：横須賀市久里浜6-14-2（久里浜行政センター内）
京急久里浜駅から徒歩10分、JR久里浜駅から徒歩13分
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2492/sisetu/fc00000450.html
★当日緊急連絡先：豊田（080-5544-5823）
※お車でお越しの際は、駐車場（無料）がございます。
参加者には、交通費を支給します。

11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられます。
・ 本大会は、男子準優勝チームにも県B大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、4月上旬と9月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成30年度

第7回横須賀市実業団対抗テニス大会（春季）
実施要項

（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会・ビジネスパル予選）
平成30年2月27日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成30年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成30年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
4）試合結果の報告
試合の結果は、下記3者に速やかに送付すること。
在日米軍 豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil te.mou.ru@gmail.com
NTTドコモ 上野 ueno@nttdocomo.com
テニス協会HP担当 寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil fumino@v006.vaio.ne.jp
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5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリ
ーはホームチームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチー
ムの立場が変更になる。

4．試合
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定
する。
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8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
9．申込み方法
1）チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
（電子データによる登録）
2）参加費は次のいずれかの口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んで下さい。
テニス協会加盟費、大会参加費等を一緒に振り込まないで下さい。
3）申し込み期間： 3月16日（金）必着
4）登録書の送付先： 下記のアドレス（在日米軍 豊田 宛）へ送信
E-Mail：豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil te.mou.ru@gmail.com
※併せて、ドロー会議の参加可否、及び参加の場合は参加者名を連絡すること。
10．ドロー会議
平成29年3月23日（金） 19:00～20:00
久里浜コミュニティセンター 第2会議室
住所：横須賀市久里浜6-14-2 （久里浜行政センター内）
京急久里浜駅から徒歩10分、JR久里浜駅から徒歩13分
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2492/sisetu/fc00000450.html
★当日緊急連絡先：豊田（080-5544-5823）
お車でお越しの際は、駐車場（無料）がございます。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられる。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県B大会のドロー会議は、春大会は4月上旬、秋大会は9月上旬に実施予定。
3）男子優勝チームには、翌年3月に実施される、県ビジネスパル大会への
出場権が与えられる。
13．お知らせ
1）追浜テニスコートの利用について
実業団チーム利用のために、下記日程で追浜コートを確保しました。
実業団大会または、チームの練習で利用可能です。（詳細は別案内）
4月15日(日)、5月13日(日)、6月17日(日) (各3面、8:30-19:00)

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
平成30年1月12日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
平成30年2月17日（土）、18日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：24日（土）、25日（日）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 上野（080-1347-4642）
2．参加資格
1) 平成29年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成29年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
4．試合方法
＜男女共通＞
1) 8ゲームマッチ、セミアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
2）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は、全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
3）試合前の練習はサービス8本のみとする。
4）試合方法は天候等により変更する場合がある。
＜男子のみ＞
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダーは、選手登録順に関係しない。
＜女子のみ＞
1）単2試合、及び複1試合による対抗戦。
2）試合は、D→S1→S2の順序で実施する。
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3）単複の重複出場は可。
4）シングルスは、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2と出場する。

5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム 男子6,000円 女子3,000円（コート代、運営費、保険代込）
9．申込み方法
1）チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
（電子データによる登録）
2）申し込み期間： 1月26日（金）必着
4）登録書の送付先： 下記全てのアドレス（NTTドコモ 上野 宛）へ送信
E-Mail：上野 ueno@nttdocomo.com、f-ueno@bj8.so-net.ne.jp
※併せて、ドロー会議の参加可否、及び参加の場合は参加者名を連絡すること。
10．ドロー会議
平成30年2月2日（金） 19:00～20:00
ドコモR&Dセンタ 1-101会議室 （住所： 横須賀市光の丘3-5）
＜入館方法＞
R&Dセンタの出入口にて、18:30以降で誘導係が待機しますので、
会議室までは誘導係の指示に従ってください。
★当日緊急連絡先：上野（080-1347-4642）
※お車でお越しの際は、近隣駐車場（有料）をご利用願います。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
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12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられる。
加えて本大会に限り、男子のみ準優勝チームにも出場権が与えられる。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、春大会は4月上旬、秋大会は9月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
平成29年3月3日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成29年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成29年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団A大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，クラブ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
4）試合結果の報告
試合の結果は、下記3者に速やかに送付すること。
NTTドコモ 上野 ueno@nttdocomo.com f-ueno@bj8.so-net.ne.jp
在日米軍 豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil
テニス協会HP担当 寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil fumino@v006.vaio.ne.jp
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
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・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリ
ーはホームチームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチー
ムの立場が変更になる。

4．試合
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Rは全試合行う。2R以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： D2，D1，S1，S2，S3
・女子： D，S1，S2
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のボールを用意すれば、全トーナメントに事足りる。）
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定
する。
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8．参加費
1チーム 男子2,500円 女子1,500円
9．申込み方法
1）チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
（電子データによる登録）
2）参加費は次のいずれかの口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んで下さい。
テニス協会加盟費、大会参加費等を一緒に振り込まないで下さい。
3）申し込み期間： 3月17日（金）必着
4）登録書の送付先： 下記のアドレス2件（NTTドコモ 上野宛）へ送信
E-Mail：上野 ueno@nttdocomo.com、f-ueno@bj8.so-net.ne.jp
※併せて、ドロー会議の参加可否、及び参加の場合は参加者名を連絡すること。
10．ドロー会議
平成29年3月24日（金） 19:00～20:00
ドコモR&Dセンタ 1-101会議室 （住所： 横須賀市光の丘3-5）
＜入館方法＞
R&Dセンタの出入口にて、18:30以降で誘導係が待機しますので、
会議室までは誘導係の指示に従ってください。
★当日緊急連絡先：上野（080-1347-4642）
※お車でお越しの際は、近隣駐車場（有料）をご利用願います。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の申込みは受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県B大会への出場権が与えられる。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
2）県実業団大会のドロー会議は、春大会は4月上旬、秋大会は9月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選）
平成29年1月11日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．期日、会場
平成29年2月18日（土）、19日（日） ※8:30～15:00で実施予定
予備日：25日（土）、26日（日）
横須賀市営大津公園テニスコート 砂入り人工芝（9面）
当日緊急連絡先： 上野（080-1347-4642）
2．参加資格
1) 平成28年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成28年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団Ａ大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
3．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりABCの順にすること。
・男子： 5名以上12名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
4．試合方法
1）複2試合、及び単1試合による対抗戦。
2）試合は、D2→D1→Sの順序で実施する。
3）単複の重複出場は不可。
4）ダブルスのオーダー順位は、選手登録順に関係なく作ることができる。
5）8ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式。（7ポイントタイブレーク）
6）対戦するどちらかのチームが初戦の場合は全試合実施する。
上記以外は、勝敗が決定した時点で、試合を即時打ち切りとする。
7）試合前の練習はサービス8本のみとする。
8）試合方法は天候により変更することがある。
5．コンソレーションマッチ
1日目（1,2R）敗退チームを対象に、2日目にコンソレーションマッチを実施する。
8チーム参加のトーナメント方式。
1R敗退チームに参加優先権あり。応募多数の場合は抽選とする。
6ゲームマッチ、ノーアドバンテージ方式（7ポイントタイブレーク）
その他は通常の試合方法と同様。勝敗決定時点での試合打ち切りあり。
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6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担すること。
7．注意事項
1）本大会はJTAルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はJTAの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用する。
3）試合開始時に、オーダーに記載された選手5名全員が揃っていること。
4）ウェアは、JTA規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、大いに試合会場に
掲揚すべきである。
6）プレー中の傷害保険は、主催者が加入する。それ以外の一切の事故については、
各チームの責任とする。
7）本要項に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定する。
8．参加費
1チーム6,000円（コート代、運営費、保険代込）
9．申込み方法
1）チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付すること。
（電子データによる登録）
2）申し込み期間： 1月20日（金）必着
3）登録書の送付先： 下記のアドレス（NTTドコモ 上野・山川 宛）へ送信
E-Mail：ueno@nttdocomo.com、junko.yamakawa.cn@nttdocomo.com
10．ドロー会議
平成29年1月27日（金） 19:00～20:00
ドコモR&Dセンタ 1-101会議室 （住所： 横須賀市光の丘3-5）
＜入館方法＞
R&Dセンタの出入口にて、18:30以降で誘導係が待機しますので、
会議室までは誘導係の指示に従ってください。
★当日緊急連絡先：上野（080-1347-4642）
※お車でお越しの際は、近隣駐車場（有料）をご利用願います。
別途、交通費を支給します。
11．申込み時の注意事項
1）参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付しない。
2）書留郵便では受付けない。
3）参加費は次の口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んで下さい。
テニス協会加盟費、大会参加費等を一緒に振り込まないで下さい。
12．補足事項
1）男女とも、優勝チームには県大会への出場権が与えられる。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が獲得でき、市の予選は免除。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得できないため、
市の予選免除とはならない。
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2）県実業団大会のドロー会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に実施予定。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成28年度 第3回横須賀市実業団対抗テニス大会（春季） 開催要項
(兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選)
平成28年3月7日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

１． 試合
２．
３．

４．
５．
６．
７．
８．

男子 ： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各1回重複出場可
女子 ： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各1回重複出場可
参加資格
参加選手は、アマチュアの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
チームに登録することはできない。
チーム編成 男子 ： ４名以上１２名以下（各団体3チームまで）
女子 ： ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
（上位チームよりＡ、B、C、とする。）
選手登録時の注意 ： 別紙、選手登録書の記入上の注意に従うこと。
神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)への代表選考方法
1) 男女とも優勝チーム
１チーム 男子２５００円 女子１５００円
参加料
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付してください。（電子データによる登録）
・申し込み期間 3月7日（月）～3月18日（金）必着
・登録書の送付先 下記のアドレス（NTTドコモ 上野・山川 宛）へ送信してください。

E-Mail：
９． ドロー会議

ueno@nttdocomo.com
junko.yamakawa.cn@nttdocomo.com

平成28年3月25日（金） 19:00～20:00
ドコモR&Dセンタ 1-101会議室 （住所： 横須賀市光の丘3-5）
※入館方法につきましては、別途ご連絡いたします。
※ドロー会議欠席の場合は、コート選択権（フランチャイズ権）を失い、
会期中の試合会場、日程等の決定権利がなくなりますのでご注意ください。
なお、両チーム共コート選択権が有る場合、もしくは無い場合は、
ドロー表の上位位置のチームが権利を有します。
お車でお越しの際は、 社内駐車場は利用不可のため、近隣駐車場（有料）をご利用願います。
別途、交通費を支給いたします。

１０． 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付しない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んでください。
テニス協会加盟費、会長杯参加費、選手の追加登録費等を、一緒に振り込まないでください。
１１． 補足事項
１) 男女とも、優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が取得でき、市の予選は免除となります。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得するとはできませんので、予選免除となりません。
・男子の試合開始時期は、ドロー会議後の3月下旬ごろとなります。
2) 県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。

横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 Ｂ大会 予選）
平成28年3月7日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成28年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成28年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できない。
5) この大会に出場した選手は、県実業団Ａ大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できない。（逆も同様）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりＡＢＣの順にすること。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
天候の理由で試合が消化できなかった場合は、1週間までの期限延長を認める
ため、実業団委員長に連絡をすること。
ただし、原則期限内に試合を消化できるように、お互いに譲り合って試合日程を
調整すること。
4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３者に速やかに送付すること。
NTTドコモ 上野 ueno@nttdocomo.com
在日米軍 豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil
テニス協会HP担当 寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil fumino@v006.vaio.ne.jp
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
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・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議し、レフェリー判断で変更
できる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリ
ーはホームチームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチー
ムの立場が変更になる。

4．試合
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Ｒは全試合行う。2Ｒ以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
・女子： Ｄ，Ｓ１，Ｓ２
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば、全トーナメントに事たりる。）
7．注意事項
1）本大会はＪＴＡルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用する。
2）本大会はＪＴＡの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用する。
3）試合開始時刻に、出場選手全員が揃っていること。
4）ウェアは、ＪＴＡ規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入していない。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任で対応すること。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定
する。
＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成27年度 第2回横須賀市実業団対抗テニス大会（秋季） 開催要項
(兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選)
平成27年8月23日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

１． 試合

男子 ： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各1回重複出場可
女子 ： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各1回重複出場可
２． 参加資格
参加選手は、アマチュアの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
チームに登録することはできない。
３． チーム編成 男子 ： ４名以上１２名以下（各団体3チームまで）
女子 ： ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
４．
５．
６．
７．
８．

（上位チームよりＡ、B、C、とする。）
選手登録時の注意 ： 別紙、選手登録書の記入上の注意に従うこと。
神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)への代表選考方法
1) 男女とも優勝チーム
参加料
１チーム 男子２５００円 女子１５００円
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付してください。（電子データによる登録）
・申し込み締切り
・登録書の送付先

９． ドロー会議

9月11日（金）必着
在日米軍 豊田澄人 宛て、 下記2つのアドレスへ送信してください。
E-Mail： sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil （職場）
（iPhone）
go.on.kiba@ezweb.ne.jp

平成27年9月15日（火） １９：００～２０：００
横須賀共済病院 会議室３（D棟６階）
※ドロー会議欠席の場合は、コート選択権（フランチャイズ権）を失い、
会期中の試合会場、日程等の決定権利がなくなりますのでご注意ください。
なお、両チーム共コート選択権が有る場合、もしくは無い場合は、
ドロー表の上位位置のチームが権利を有します。
共済病院駐車場は、有料となります。 別途、交通費を支給いたします。

１０． 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んでください。
テニス協会加盟費、会長杯参加費、選手の追加登録費等を、一緒に振り込まないでください。
１１． 補足事項
１) 男女とも、優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が取得でき、市の予選は免除となります。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得するとはできませんので、予選免除となりません。
・男子の試合開始時期は、ドロー会議後の9月下旬ごろとなります。
2) 県実業団大会の組合せ会議は、春大会は4月上旬、秋大会は9月上旬に行われます。

横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 Ｂ大会 予選）
平成27年8月23日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成27年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成27年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は、県実業団Ａ大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できません。（逆も相当）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりＡＢＣの順にして下さい。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
4）試合結果の報告
試合の結果は、試合結果報告書を添付し、下記３者に速やかに送付すること。
在日米軍 豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil
横須賀共済病院 河原 ojima@ykh.gr.jp
テニス協会HP担当 寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil fumino@v006.vaio.ne.jp
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
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6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議しレフェリー判断で変更で
きる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリ
ーはホームチームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチー
ムの立場が変更になる。

4．試合
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Ｒは全試合行う。2Ｒ以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
・女子： Ｄ，Ｓ１，Ｓ２
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば、全トーナメントに事たりる。）
7．注意事項
1）本大会はＪＴＡルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用します。
2）本大会はＪＴＡの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用します。
3）試合開始時刻に、男子は４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
（レフリーの判断で、変更できる。）
4）ウェアは、ＪＴＡ規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入しておりません。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任でお願いします。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定
いたします。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成27年度 第1回横須賀市実業団対抗テニス大会（春季） 開催要項
(兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選)
平成27年2月27日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

１． 試合

男子 ： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各1回重複出場可
女子 ： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各1回重複出場可
２． 参加資格
参加選手は、アマチュアの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
チームに登録することはできない。
３． チーム編成 男子 ： ４名以上１２名以下（各団体3チームまで）
女子 ： ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
４．
５．
６．
７．
８．

（上位チームよりＡ、B、C、とする。）
選手登録時の注意 ： 別紙、選手登録書の記入上の注意に従うこと。
神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)への代表選考方法
1) 男女とも優勝チーム
参加料
１チーム 男子２５００円 女子１５００円
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付してください。（電子データによる登録）
・申し込み期間 3月9日（月）～3月20日（金）必着
・登録書の送付先 在日米軍 豊田澄人 宛て、 下記2つのアドレスへ送信してください。
E-Mail： sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil （職場）
（iPhone）
go.on.kiba@ezweb.ne.jp

９． ドロー会議

平成27年3月25日（水） １９：００～２０：００
横須賀共済病院 会議室３（D棟６階）
※ドロー会議欠席の場合は、コート選択権（フランチャイズ権）を失い、
会期中の試合会場、日程等の決定権利がなくなりますのでご注意ください。
なお、両チーム共コート選択権が有る場合、もしくは無い場合は、
ドロー表の上位位置のチームが権利を有します。
共済病院駐車場は、有料となります。 別途、交通費を支給いたします。

１０． 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に、各団体毎にまとめて振り込むこと。
①かながわ信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001-1430148 横須賀市テニス協会
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001-0266453 横須賀市テニス協会
「振込み者」欄には、加盟団名を記入して下さい。
実業団参加費のみを振り込んでください。
テニス協会加盟費、会長杯参加費、選手の追加登録費等を、一緒に振り込まないでください。
１１． 補足事項
１) 男女とも、優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
・県大会の結果Best4以上で、チーム名でシード権が取得でき、市の予選は免除となります。
・県大会の結果Best8では、チーム名でのシード権を獲得するとはできませんので、予選免除となりません。
・男子の試合開始時期は、ドロー会議後の3月下旬ごろとなります。
2) 県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。

横須賀市テニス協会実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 Ｂ大会 予選）
平成27年2月27日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成27年度神奈川県テニス協会加盟（含む予定）の団体であること。
（加盟費7,000円/団体）
2）平成27年度横須賀市テニス協会加盟者（含む予定）であること。
（加盟費500円/人）
3）チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で、且つ上記 １），2）を
満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は、県実業団Ａ大会リーグ（同年度の春秋共）には、
出場できません。（逆も相当）
2．参加チーム数、チーム編成
各団体の参加チーム数の上限は、男子3、女子3とする。
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりＡＢＣの順にして下さい。
・男子： 4名以上12名以下
・女子： 2名以上9名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。
3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として(土)，(日)，(祝)にコート提供側の設定した
日時に行うものとする。但し、上位大会（県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，
関東オープン，全日本選手権，国体等(含予選)，関東リーグ，日本リーグ）に
登録者が出場、または関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、
調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、
実業団委員会で協議し、双方または片方を不戦敗にする。
4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３者に速やかに送付すること。
在日米軍 豊田 sumihito.toyoda.ja@fe.navy.mil
横須賀共済病院 河原(旧姓小島) ojima@ykh.gr.jp
テニス協会HP担当 寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil fumino@v006.vaio.ne.jp
5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに
日程を当該チームに提示しておくことは、親切で好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡する。
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6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権
限を与える。（試合順序、試合方法も両チームで協議しレフェリー判断で変更で
きる。）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように
扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリ
ーはホームチームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチー
ムの立場が変更になる。

4．試合
1）男子： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム： 8ゲームマッチとする（７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り： 1Ｒは全試合行う。2Ｒ以降は、男子3ポイント、女子2ポ
イントが決した時点で、レフェリーはゲームの打切りが出来る。
5．試合順序
1）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子： Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
・女子： Ｄ，Ｓ１，Ｓ２
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順にS1、S2、S3と出場する。
3）ダブルスの組合せは、登録順位に関係なく、組むことが出来る。
6．使用球
1）ダンロップフォート
2）敗者チームが使用球を負担
（各チームが1試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば、全トーナメントに事たりる。）
7．注意事項
1）本大会はＪＴＡルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用します。
2）本大会はＪＴＡの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』
を採用します。
3）試合開始時刻に、男子は４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
（レフリーの判断で、変更できる。）
4）ウェアは、ＪＴＡ規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等が
当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に
掲揚すべきである。
6) 「障害保険」には、加入しておりません。
本大会中の一切の事故については、各チームの責任でお願いします。
7) 本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定
いたします。

＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成25年度 横須賀市実業団対抗テニス大会
(兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 B大会 予選)

開催要項

平成25年3月 15日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

１． 試合
２．
３．

４．
５．

６．
７．

８．
９．

男子 ： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各1回重複出場可
女子 ： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各1回重複出場可
参加資格
参加選手は、アマチュアの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
チームに登録することはできない。
チーム編成 男子 ； ４名以上９名以下（各団体3チームまで）
女子 ； ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
1団体合計6チームまで登録可能
（上位チームよりＡ、B、C、とします）
選手登録時の注意 ： 別紙選手登録書下方の注記に従うこと。
神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会)への代表選考方法
1) 男女とも1部の優勝、準優勝チーム
2) 優勝チームは、秋春（春大会は翌年）どちらの大会に出場するか優先選択できる。
１チーム 男子２０００円 女子１０００円
参加料
昇格、降格 【男子】 ２部、左右ブロック優勝ﾁｰﾑと１部左右ブロックのコンソレ敗チームと入替戦を実施する。
*コンソレ敗チーム：初戦敗退ﾁｰﾑ同士で入替戦出場ﾁｰﾑ決定戦の負けチーム。
*ただし入換戦対象が同一団体（A対Bチーム等）の場合は、対戦相手左右を変更する。
【女子】 ２部優勝ﾁｰﾑと１部初戦敗退ﾁｰﾑで入換戦出場ﾁｰﾑを決めて入替戦を実施する。
但し、出場ﾁｰﾑ数により１部２部が分かれていないときには実施しない。
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、団体毎にまとめて送付してください。（電子データによる登録とする）
・申し込み期間 3月15日（金）～4月12日（金）（必着厳守）
E-Mail： ojima@ykh.gr.jp
・登録書の送付先
横須賀共済病院 小島 宛て

１０． ドロー会議

平成２5年４月16日（火）、１９：００～２０：００、横須賀共済病院 会議室4（S棟2階）
※ドロー会議欠席の場合は、コート選択権（フランチャイズ権）を失い、
会期中の試合会場、日程等の決定権利がなくなりますのでご注意ください。
なお、両チーム共コート選択権が有る場合、もしくは無い場合は、
ドロー表の上位位置のチームが権利を有します。

11. ◆ 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に各団体毎にまとめて振り込むこと。
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）

12. 補足事項

１) 男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
・1部の男女共、春の県大会の結果でＢ8以上でシード権が取得できます。この場合市の予選は
免除となります。（結果は5月中旬頃に判明） よって、１部の開始時期は5月中旬頃となります。
2) 県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
3) 1,2部の入れ替え戦と１部の3位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
4) 1部の試合を7月末迄、2部の試合を8月末迄に消化して下さい（3位決定戦、入換戦を除く）。
5) 1部2部の入換え戦を12月末迄に消化してください。

横須賀市テニス協会

実業団対抗テニス大会実施要項

（兼、神奈川県実業団対抗テニス大会 Ｂ大会 予選）
平成 25 年 3 月 15 日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

1．参加資格
1) 平成 25 年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費 7,000 円／団体）であること。
2）チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費 500 円／人）で構成されていること。
3) チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で且つ、上記１，2 を満たして
いること。
（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会（同年度の春秋共）には、出場でき
ません。
（逆も相当）

2．参加チーム数、チーム編成
各団体とも参加チーム数の上限は、男子 3、女子 3 とする。
（1 部 2 部の合計数）
複数参加する場合の登録順は、上位チームよりＡＢＣの順にして下さい。
・男子： 4 名以上 9 名以下
・女子： 2 名以上 9 名以下
・選手登録時の注意： 別紙、選手登録書の注記による。

3．各チーム（社）コートでの試合の消化方法
1）使用コートの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
2）試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として（土），（日），（祝）にコート提供側の設定した日時
に行うものとする。

但し、上位大会 ［県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，関東オープ

ン，全日本選手権，国体等〈含予選〉，関東リーグ，日本リーグ］ に登録者が出場又
は、関係してチーム編成が出来ないと認められた場合には、調整をすること。
3）未消化時の失格
天候等の正当な理由なく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、実業団委
員会で協議し、双方又は片方を不戦敗にする。
4）試合結果の報告
試合の結果は、下記３者に速やかに送付すること。
横須賀共済病院/小島

ojima@ykh.gr.jp

JVC ケンウッド/菅原

sugawara.takashi@jvckenwood.com

テニス協会 HP 担当/寺井 fumino.terai.ja@fe.navy.mil

fumino@v006.vaio.ne.jp

5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のビジターチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合のホームチームが、あらかじめ早めに日程を

当該チームに提示しておくことは、親切であり好ましいことである。
・ホームチームがコート選択権を放棄する時は、速やかに相手チームに連絡すること。
6）各チームコートのレフェリー権限
各チームコートで行う試合の当日に限り、ホームチームの代表に、レフェリー権限を
与える。
（試合順序、試合方法も両チームで協議しレフェリー判断で変更できる。
）
7）ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則下記のように扱う。
(1)相手チームに事前に連絡をとる。
(2)コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とし、レフェリーはホーム
チームが担当する。
(3)コート料の負担の了解が得られない場合、ホームチームとビジターチームの立場が
変更になる。

4．試合
1）男子； 2 ダブルス，3 シングルス （計 5 ポイント）、単複に各１回重複出場可
2）女子； 1 ダブルス，2 シングルス （計 3 ポイント）、単複に各１回重複出場可
3）ゲーム；8 ゲームマッチとする （７ポイント・タイブレーク方式）
4）ゲームの打切り；1Ｒは全試合行う。2Ｒ以降は、男子 3 ポイント、女子は 2 ポイント
が決した時点でレフェリーは、ゲームの打切りが出来る。

5．試合順序
１) 試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・男子； Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
・女子； Ｄ，Ｓ１，Ｓ２
2）シングルスの出場は、登録順位(申込書)の上位者から順に S1、S2、S3 と出場する事。
3）ダブルスの組合せは、登録の順位に関係なく、組むことが出来る。

6．使用球
1） ダンロップフォート
2） 敗者チームの負担
※2)は、各チームが 1 試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば、全トーナメントに事たりることを意味している。

7．注意事項
1）本大会はＪＴＡルールの『ポイント・ペナルティー制度』を採用します。
2）本大会はＪＴＡの『Solo Chair Umpire』または『セルフ・ジャッジ』を採用します。
3）男子は試合開始時刻に４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
4）ウェアは、ＪＴＡ規則に合っていること。但し、企業名，イニシャル，ロゴ等当該チ
ームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
5）チームの社旗，応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に掲揚
すべきである。
6)本要綱に明記していないことは随時、実業団委員会で協議し、対応を決定いたします。
＊本『実施要項』は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上

平成２４年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 （Ｂ大会）
（兼、第７３・７４回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
開催要項

平成2４年3月 15日
横須賀市テニス協会
実業団委員会

１． 試合
２．
３．

４．
５．

６．
７．

８．
９．

男子 ： 2ダブルス，3シングルス（計5ポイント）、単複に各1回重複出場可
女子 ： 1ダブルス，2シングルス（計3ポイント）、単複に各1回重複出場可
参加資格
１）参加選手は、アマチュアの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
チームに登録することはできない。
チーム編成 男子 ； ４名以上９名以下（各団体3チームまで）
女子 ； ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
1団体合計6チームまで登録可能
（上位チームよりＡ、B、C、とします）
選手登録時の注意 ： 別紙選手登録書下方の注記に従うこと。
神奈川県B大会への代表選考方法
男女とも1部の優勝、準優勝チーム
【男子】 優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
【女子】 優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
参加料
１チーム 男子２０００円 女子１０００円
昇格、降格 【男子】 ２部、左右ブロック優勝ﾁｰﾑと１部左右ブロックのコンソレ敗チームと入替戦を実施する。
*コンソレ敗チーム：初戦敗退ﾁｰﾑ同士で入替戦出場ﾁｰﾑ決定戦の負けチーム。
*ただし、入換戦対象が同一団体（A対Bチーム等）の場合は、対戦相手左右を変更する。
【女子】 ２部優勝ﾁｰﾑと１部初戦敗退ﾁｰﾑで入換戦出場ﾁｰﾑを決めて入替戦を実施する。
但し、出場ﾁｰﾑ数により１部２部が分かれていないときには実施しない。
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、団体ごとに纏めて送付願います。 （電子データによる登録とする。）
・申し込み期間 3月21日（水）～４月１６日（月）（必着厳守）
E-Mail： ojima@ykh.gr.jp
・登録書の送付先

横須賀共済病院
１０． ドロー会議

小島 宛て

平成２４年４月２０日（金）、１９：００～２０：００、横須賀共済病院 （第一会議室）

※ドロー会議欠席の場合は、コート選択権（フランチャイズ権）を失い、
会期中の試合会場、日程等の決定権利がなくなりますのでご注意ください。
なお、両チーム共コート選択権が有る場合、もしくは無い場合は、
ドロー表の上位位置のチームが権利を有します。
11. ◆ 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に各団体毎に纏めて振り込むこと。
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
12、 補足事項

１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
・１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。この場合市の予選は
免除となります。（結果は５月中旬頃に判明） よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
４、1部の試合を7月末迄、2部の試合を8月末迄に消化して下さい（３位決定戦、入換戦を除く）。
５、１部２部の入換え戦を１２月末迄に消化してください。

横須賀市ﾃﾆｽ協会

実業団対抗ﾃﾆｽ大会実施要項
横須賀市ﾃﾆｽ協会
実業団委員会

参加資格【Ｂ大会予選】

1．

1) 平成 24 年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２) チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
3) チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会（同年度の春秋共）には、出場できません。
（逆も相当）
2．

参加ﾁｰﾑ数、ﾁｰﾑ編成
各団体とも参加チーム数の上限は、男子３、女子３とする。（1 部 2 部合計数）
複数参加する場合の登録順は、上位チームより ABC の順にして下さい。

・男子

： 4 名以上 9 名以下

・女子

： 2 名以上 9 名以下

・選手登録時の注意

： 選手登録書下方の注記による。

3．

試合の消化方法

（1） 使用ｺｰﾄの選択権
ドロー会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
（2） 試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として（土），（日），（祝）にコート提供側の設定した日時に行うものとする。
但し、上位大会 ［県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，関東オープン，全日本選手権，国体等〈含予選〉，
関東リーグ，日本リーグ］ に登録者が出場又は、関係してチーム編成が出来ないと認められた場合に
は、調整をすること。
（3） 未消化時の失格
天候等の正当な理由がなく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、双方又は片方を不戦
敗にする。
（4） 試合結果の報告
試合の結果は、下記３者に速やかに送付すること。
横須賀共済病院/小島＜ojima@ykh.gr.jp＞
JVC ケンウッド/菅原 ＜sugawara.takashi@jvckenwood.com＞
テニス協会ＨＰ担当/寺井 ＜fumino@v006.vaio.ne.jp＞, ＜fumino.terai.ja@fe.navy.mil＞
(5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のコート選択権のないチームが、問合せの義務を負う。
・待機しているチームあるいは、次の試合の選択権を持っているチームが、あらかじめ早めに日程を当
該

チームに提示して置くことは、親切であり好ましいことである。

・コートの選択権を持っているチームが、選択権を放棄しようとする時は、速やかに相手チームに連絡す
る

こと。

（5） 各チームコートのレフェリー権限
試合の当日に限り、コート提供チームの代表に、レフェリー権限を与える。（試合順序、試合方法も両
チームで協議しレフェリー判断で変更できる。）
1

（6） ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合には、原則、下記のように扱う。
1）

相手チームに事前に連絡をとる。

2）

コート料の負担の了解が得られた場合、コート料・試合ボール代は折半とする。

3）

コート料の負担が試合ボール代を超える場合に、相手チームからフランチャイズ権の要求が
あった場合には、相手チームにフランチャイズ権を譲ること。 この場合には、フランチャイズとビジ
ターチームの立場が変更になる。

4）

第三者のコートを使用する場合には、試合に拘わる費用は折半とし、レフェリーはﾌランチャ
イズチームが担当する。

4．

試合

（１）男子

； ２ダブルス，３シングルス （計５ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（２）女子

； １ダブルス，２シングルス （計３ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（３）ゲーム

； ８ゲームマッチとする （７ポイント・タイブレーク方式）

（４）ゲームの打切り

； １Ｒは全試合行う。２Ｒ以降は、男子３ポイント、女子は２ポイントが決した時点で
レフェリーは、ゲームの打切りが出来る。

５．試合順序
（１）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・B 大会 （男子）

； Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３

・B 大会 （女子）

； Ｄ，Ｓ１，Ｓ２

（２）シングルスの出場は、登録順位（申込書の）を入れ換えてはならない。
（３）ダブルスの組合せは、登録の順位に関係なく、組むことが出来る。
６．使用球
（１） ダンロップフォート
（２） 男女トーナメントは、敗者チームの負担。
＊（２）のケースは、各チームが１試合分のボールを用意すれば，全トーナメントに事たりることを意味している。

７．試合上の注意
（１）本大会はＪＴＡルールの 『ポイント・ペナルティー制度』 を採用します。
（２）本大会はＪＴＡの 『Ｓｏｌｏ Ｃｈａｉｒ Ｕｍｐｉｒｅ』 または 『セルフ・ジャッジ』 を採用します。
（３）男子は試合開始時刻に４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
（４）ｳｴｱは、次の基準に合っていれば、白である必要はない。
・用具ﾒｰｶの商標がＪＴＡのﾙｰﾙに合っている。
・企業名，イニシャル，ロゴ等当該チームを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
（５）チームの社旗，応援旗などは、プレーの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に掲揚すべきである。
＊ 本 『実施要項』 は、横須賀市テニス協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成２３年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 （Ｂ大会）
（兼、第71・7２回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
開催要項
平成23年3月 ２２日
横須賀市テニス協会
実業団委員会
１． 試合
２．
３．

４．
５．

６．
７．

８．
９．

男子 ：
2ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，3ｼﾝｸﾞﾙｽ（計5ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各1回重複出場可
女子 ：
1ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，2ｼﾝｸﾞﾙｽ（計3ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各1回重複出場可
参加資格
１）参加選手は、ｱﾏﾁｭｱの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
ﾁｰﾑに登録することはできない。
チーム編成
男子 ； ４名以上９名以下（各団体3チームまで）
女子 ； ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
1団体合計6チームまで登録可能
（上位チームよりＡ、B、C、とします）
選手登録時の注意 ： 別紙選手登録書下方の注記に従うこと。
神奈川県B大会への代表選考方法
男女とも1部の優勝、準優勝チーム
【男子】
優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
【女子】
優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
参加料
１チーム 男子２０００円 女子１０００円
昇格、降格
【男子】
２部、左右ブロック優勝ﾁｰﾑと１部左右ブロックのコンソレ敗チームと入替戦を実施
*コンソレ敗チーム：初戦敗退ﾁｰﾑ同士で入替戦出場ﾁｰﾑ決定戦の負けチーム。
*ただし、入換戦対象が同一団体（A対Bチーム等）の場合は、対戦相手左右を変
【女子】
２部優勝ﾁｰﾑと１部初戦敗退ﾁｰﾑで入換戦出場ﾁｰﾑを決めて入替戦を実施する
但し、出場ﾁｰﾑ数により１部２部が分かれていないときには実施しない。
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、代表者が団体ごとに纏めて送付願います。 （電子データによる登録
・４月２０日（水） 必着厳守
E-Mail：
sugawara.takashi@jk-holdings.com
・登録書の送付先

JVC

10. ﾄﾞﾛｰ会議

菅原 宛て
平成２３年４月２３日（土）、1：００～１１：００、久里浜 JVC・ケンウッド・ホールディングス（食堂
欠席した場合は、ﾄｰﾅﾒﾝﾄ終了までフランチャイズ権を失います。

11.
◆ 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に各団体毎に纏めて振り込むこと。
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
12、 補足事項

１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
①１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。この場合市の予選
（結果は、５月中旬頃に判明する）よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
４、1部の試合を7月末迄、2部の試合を8月末迄に消化して下さい（３位決定戦、入換戦を除く）。
５、１部２部の入換え戦を１２月末迄に消化してください。
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横須賀市ﾃﾆｽ協会
実業団対抗ﾃﾆｽ大会実施要項
横須賀市ﾃﾆｽ協会
実業団委員会

1．

参加資格【Ｂ大会予選】
1) 平成２3 年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２) チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
3) チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会（同年度の春秋共）には、出場できません。
（逆も相当）

2．

参加ﾁｰﾑ数、ﾁｰﾑ編成
各団体とも参加ﾁｰﾑ数の上限は、男子３、女子３とする。（1 部 2 部合計数）
複数参加する場合の登録順は、上位ﾁｰﾑより ABC の順にして下さい。

・男子

： 4 名以上 9 名以下

・女子

： 2 名以上 9 名以下

・選手登録時の注意

： 選手登録書下方の注記による。

3．

試合の消化方法

（1） 使用ｺｰﾄの選択権
ﾄﾞﾛｰ会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
（2） 試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として（土），（日），（祝）にｺｰﾄ提供側の設定した日時に行うものとする。 但
し、上位大会 ［県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，関東ｵｰﾌﾟﾝ，全日本選手権，国体等〈含予選〉，関東
ﾘｰｸﾞ，日本ﾘｰｸﾞ］ に登録者が出場又は、関係してﾁｰﾑ編成が出来ないと認められた場合には、調整を
すること。
（3） 未消化時の失格
天候等の正当な理由がなく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、双方又は片方を不戦
敗にする。
（4） 試合結果の報告
試合の結果は、下記３者に速やかに送付すること。
JVC/菅原<sugawara.takashi@jk-holdings.com>、住重/川村 Tmh_Kawamura@shi.co.jp
テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, Fumino.terai.ja@fe.navy.mil
(5) 試合日程の問合せ義務
・当該試合のｺｰﾄ選択権のないﾁｰﾑが、問合せの義務を負う。
・待機しているﾁｰﾑあるいは、次の試合の選択権を持っているﾁｰﾑが、あらかじめ早めに日程を当該
ﾁｰﾑに提示して置くことは、親切であり好ましいことである。
・ｺｰﾄの選択権を持っているﾁｰﾑが、選択権を放棄しようとする時は、速やかに相手ﾁｰﾑに連絡する
こと。
（5） 各ﾁｰﾑｺｰﾄのﾚﾌｪﾘｰ権限
試合の当日に限り、ｺｰﾄ提供ﾁｰﾑの代表に、ﾚﾌｪﾘｰ権限を与える。（試合順序、試合方法も両ﾁｰﾑで
協議しレフリー判断で変更できる。）
（6） ﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑにｺｰﾄ使用料負担の必要が発生した場合には、原則、下記のように扱う。
1

1）

相手ﾁｰﾑに事前に連絡をとる。

2）

ｺｰﾄ料の負担の了解が得られた場合、ｺｰﾄ料・試合ﾎﾞｰﾙ代は折半とする。

3）

ｺｰﾄ料の負担が試合ﾎﾞｰﾙ代を超える場合に、相手ﾁｰﾑからﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ権の要求があった場
合には、相手ﾁｰﾑにﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ権を譲ること。 この場合には、ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞとﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑの立場が
変更になる。

4）

第三者のｺｰﾄを使用する場合には、試合に拘わる費用は折半とし、ﾚﾌｪﾘｰはﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｰﾑ
が 担当する。

4．

試合

（１）男子

； ２ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，３ｼﾝｸﾞﾙｽ （計５ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（２）女子

； １ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，２ｼﾝｸﾞﾙｽ （計３ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（３）ｹﾞｰﾑ

； ８ｹﾞｰﾑﾏｯﾁとする。（7 ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ方式）

（４）ｹﾞｰﾑの打切り

； １Ｒは全試合行う。２Ｒ以降は、男子３ﾎﾟｲﾝﾄ、女子は２ﾎﾟｲﾝﾄが決した時点で
ﾚﾌｪﾘｰは、ｹﾞｰﾑの打切りが出来る。

５．試合順序
（１）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・B 大会 （男子）

； Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３

・B 大会 （女子）

； Ｄ，Ｓ１，Ｓ２

（２）ｼﾝｸﾞﾙｽの出場は、登録順位（申込書の）を入れ換えてはならない。
（３）ﾀﾞﾌﾞﾙｽの組合せは、登録の順位に関係なく、組むことが出来る。
６．使用球
（１） ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄ。
（２） 男女ﾄｰﾅﾒﾝﾄは、敗者ﾁｰﾑの負担。
＊（２）のケースは、各ﾁｰﾑが１試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば，全ﾄｰﾅﾒﾝﾄに事たりることを意味している。

７．試合上の注意
（１）本大会はＪＴＡﾙｰﾙの 『ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ制度』 を採用します。
（２）本大会はＪＴＡの 『Ｓｏｌｏ Ｃｈａｉｒ Ｕｍｐｉｒｅ』 または 『ｾﾙﾌ・ｼﾞｬｯｼﾞ』 を採用します。
（３）男子は試合開始時刻に４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
（４）ｳｴｱは、次の基準に合っていれば、白である必要はない。
・用具ﾒｰｶの商標がＪＴＡのﾙｰﾙに合っている。
・企業名，ｲﾆｼｬﾙ，ﾛｺﾞ等当該ﾁｰﾑを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
（５）ﾁｰﾑの社旗，応援旗などは、ﾌﾟﾚｰの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に掲揚すべきである。
＊ 本 『実施要項』 は、横須賀市ﾃﾆｽ協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成２２年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 （Ｂ大会）
（兼、第６9・70回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
開催要項
平成22年(’10)０４月０５日（改）
横須賀市テニス協会
実業団委員会
１． 試合
２．
３．

４．
５．

６．
７．

８．
９．

男子 ：
2ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，3ｼﾝｸﾞﾙｽ（計5ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各1回重複出場可
女子 ：
1ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，2ｼﾝｸﾞﾙｽ（計3ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各1回重複出場可
参加資格
１）参加選手は、ｱﾏﾁｭｱの社員であること。 但し、いかなる場合でも同一選手が２つ以上の
ﾁｰﾑに登録することはできない。
男子 ； ４名以上９名以下（各団体3チームまで）
チーム編成
女子 ； ２名以上９名以下（各団体3チームまで）
1団体合計6チームまで登録可能
（上位チームよりＡ、B、C、とします）
選手登録時の注意 ： 別紙選手登録書下方の注記に従うこと。
神奈川県B大会への代表選考方法
男女とも1部の優勝、準優勝チーム
優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
【男子】
優勝チームが秋春（春大会は来年）どちらに出場するか優先選択できる。
【女子】
参加料
１チーム 男子３０００円 女子２０００円
昇格、降格
【男子】
２部、左右ブロック優勝ﾁｰﾑと１部左右ブロックのコンソレ敗チームと入替戦を実施する。
*コンソレ敗チーム：初戦敗退ﾁｰﾑ同士で入替戦出場ﾁｰﾑ決定戦の負けチーム。
*ただし、入換戦対象が同一団体（A対Bチーム等）の場合は、対戦相手左右を変更する。
【女子】
２部優勝ﾁｰﾑと１部初戦敗退ﾁｰﾑで入換戦出場ﾁｰﾑを決めて入替戦を実施する。
但し、出場ﾁｰﾑ数により１部２部が分かれていないときには実施しない。
試合の運営方法
本要項に記載のない事項は、別紙 『大会実施要項』 による。
申込み方法
・チーム単位で選手登録書に記入の上、代表者が団体ごとに纏めて送付願います。 （電子データによる登録とする。）
・３月２６日（金） 必着厳守
E-Mail： sugawara.takashi@jk-holdings.com
・登録書の送付先

JVC
10. ﾄﾞﾛｰ会議

菅原 宛て

平成２２年４月３日（土）、１３：００～１４：３０、久里浜ｺﾐﾆｭﾃｨｰｾﾝﾀｰ（旧呼称：公民館）。
（４月６日までにはドロー表を参加各社にメール致します。）

欠席した場合は、ﾄｰﾅﾒﾝﾄ終了までフランチャイズ権を失います。
11.
◆ 申込み時の注意事項
１） 参加数の事前確定を行う為、ドロー会議当日の持参は受付けない。
２） 書留郵便では受付けない。 （受取人不在の場合は、郵便局に取りに行かねばならない為）
３） 参加費は次の口座に各団体毎に纏めて振り込むこと。
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
12、 補足事項

１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
①１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。
この場合市の予選は免除となります。
（結果は、５月中旬頃に判明する）よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
４、全試合（３位決定戦、入換戦を除く）を７月末迄に消化して下さい。
５、１部２部の入換え戦を１２月末迄に消化してください。
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横須賀市ﾃﾆｽ協会
実業団対抗ﾃﾆｽ大会実施要項
横須賀市ﾃﾆｽ協会
実業団委員会

１． 参加資格【Ｂ大会予選】
1) 平成２２年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２) チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
3) チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
4) チーム登録をしてない選手は出場できません。
5) この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会（同年度の春秋共）には、出場できません。
（逆も相当）
２． 参加ﾁｰﾑ数、ﾁｰﾑ編成
各団体とも参加ﾁｰﾑ数の上限は、男子３、女子３とする。（1 部 2 部合計数）
複数参加する場合の登録順は、上位ﾁｰﾑより ABC の順にして下さい。
・男子

： 4 名以上 9 名以下

・女子

： 2 名以上 9 名以下

・選手登録時の注意

： 選手登録書下方の注記による。

３． 試合の消化方法
（１） 使用ｺｰﾄの選択権
ﾄﾞﾛｰ会議の抽選で決定された選択優先権順によって決定実施する。
（２） 試合日時の決定方法
指定した期日までの、原則として（土），（日），（祝）にｺｰﾄ提供側の設定した日時に行うものとする。 但
し、上位大会 ［県選手権，都市対抗，ｸﾗﾌﾞ対抗，関東ｵｰﾌﾟﾝ，全日本選手権，国体等〈含予選〉，関東
ﾘｰｸﾞ，日本ﾘｰｸﾞ］ に登録者が出場又は、関係してﾁｰﾑ編成が出来ないと認められた場合には、調整を
すること。
（３） 未消化時の失格
天候等の正当な理由がなく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、双方又は片方を不戦
敗にする。
（４） 試合結果の報告
試合の結果は、テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, Fumino.terai.ja@fe.navy.mil
JVC/菅原<sugawara.takashi@jk-holdings.com>、住重/川村 Tmh_Kawamura@shi.co.jp の３者に速やか
に送付すること。
（５） 試合日程の問合せ義務
・当該試合のｺｰﾄ選択権のないﾁｰﾑが、問合せの義務を負う。
・待機しているﾁｰﾑあるいは、次の試合の選択権を持っているﾁｰﾑが、あらかじめ早めに日程を当該
ﾁｰﾑに提示して置くことは、親切であり好ましいことである。
・ｺｰﾄの選択権を持っているﾁｰﾑが、選択権を放棄しようとする時は、速やかに相手ﾁｰﾑに連絡する
こと。
（６） 各ﾁｰﾑｺｰﾄのﾚﾌｪﾘｰ権限
試合の当日に限り、ｺｰﾄ提供ﾁｰﾑの代表に、ﾚﾌｪﾘｰ権限を与える。（試合順序、試合方法も両ﾁｰﾑで
協議しレフリー判断で変更できる。）
（７） ﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑにｺｰﾄ使用料負担の必要が発生した場合には、原則、下記のように扱う。
１

１） 相手ﾁｰﾑに事前に連絡をとる。
２） ｺｰﾄ料の負担の了解が得られた場合、ｺｰﾄ料・試合ﾎﾞｰﾙ代は折半とする。
３） ｺｰﾄ料の負担が試合ﾎﾞｰﾙ代を超える場合に、相手ﾁｰﾑからﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ権の要求があった場合に
は、相手ﾁｰﾑにﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ権を譲ること。 この場合には、ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞとﾋﾞｼﾞﾀｰﾁｰﾑの立場が変更
になる。
４） 第三者のｺｰﾄを使用する場合には、試合に拘わる費用は折半とし、ﾚﾌｪﾘｰはﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｰﾑが
担当する。
４． 試合
（１）男子

； ２ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，３ｼﾝｸﾞﾙｽ （計５ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（２）女子

； １ﾀﾞﾌﾞﾙｽ，２ｼﾝｸﾞﾙｽ （計３ﾎﾟｲﾝﾄ）、単複に各１回重複出場可

（３）ｹﾞｰﾑ

； ８ｹﾞｰﾑﾏｯﾁとする。（7 ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ方式）

（４）ｹﾞｰﾑの打切り

； １Ｒは全試合行う。２Ｒ以降は、男子３ﾎﾟｲﾝﾄ、女子は２ﾎﾟｲﾝﾄが決した時点でﾚﾌｪﾘ
ｰは、ｹﾞｰﾑの打切りが出来る。

５．試合順序
（１）試合進行のレフェリーの判断を除き次の順序で行う。
・B 大会 （男子）

； Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３

・B 大会 （女子）

； Ｄ，Ｓ１，Ｓ２

（２）ｼﾝｸﾞﾙｽの出場は、登録順位（申込書の）を入れ換えてはならない。
（３）ﾀﾞﾌﾞﾙｽの組合せは、登録の順位に関係なく、組むことが出来る。
６．使用球
（１） ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄ。
（２） 男女ﾄｰﾅﾒﾝﾄは、敗者ﾁｰﾑの負担。
＊（２）のケースは、各ﾁｰﾑが１試合分のﾎﾞｰﾙを用意すれば，全ﾄｰﾅﾒﾝﾄに事たりることを意味している。

７．試合上の注意
（１）本大会はＪＴＡﾙｰﾙの 『ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ制度』 を採用します。
（２）本大会はＪＴＡの 『Ｓｏｌｏ Ｃｈａｉｒ Ｕｍｐｉｒｅ』 または 『ｾﾙﾌ・ｼﾞｬｯｼﾞ』 を採用します。
（３）男子は４名以上、女子は２名以上が揃っていること。
（４）ｳｴｱは、次の基準に合っていれば、白である必要はない。
・用具ﾒｰｶの商標がＪＴＡのﾙｰﾙに合っている。
・企業名，ｲﾆｼｬﾙ，ﾛｺﾞ等当該ﾁｰﾑを表現するものならば、大きさ，色，場所など規制しない。
（５）ﾁｰﾑの社旗，応援旗などは、ﾌﾟﾚｰの邪魔にならない範囲で、多いに試合会場に掲揚すべきである。
＊ 本 『実施要項』 は、横須賀市ﾃﾆｽ協会実業団委員会によって改廃する。
以上
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平成２１年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第６７・６８回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成２１年３月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 川村

１、 試合会場

１、参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）
２、コートの都合により2日間に分けての試合も可能とします。

２、 参加資格

１、平成２１年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２、チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
３、チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
４、チーム登録をしてない選手は出場できません。
５、この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会、同好会大会には、
出場できません。（逆も相当）（クラブ対抗戦を除外）

３、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（1部、2部合せて男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
６､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ、８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク。
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 貸しコートでの試合、炎天下等での事故防止などに配慮し、両団体が合意した
場合にはノーアドで試合することもできる。
③ 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
④ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。
⑤ コートの選択権は、ドロー番号の若い方にあります。
⑥ ドロー番号の若い方が、積極的に日程調整してください。
２、試合結果を出来るだけ速やかに下記あて先にメールして下さい。（月曜日中に必着のこと。）
テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, <Fumino.terai.ja@fe.navy.mil>
住重/川村<Tmh_Kawamura@shi.co.jp>, JVC/菅原<sugawara-takashi@jvc-victor.jp>

７、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と １、添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて３月３０日(月)迄に、お申し込みください。
①メールのあて先は、住重/川村までお願いします。Tmh_Kawamura@shi.co.jp
日時
２、参加費は、下記口座に銀行振込 で３月１８日（水）～３０日(月) 迄にお願いします。
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
９、 ﾄﾞﾛｰ会議

１０、 補足事項

１、平成２１年４月４日（土）、１０：００～１１：３０、久里浜公民館（行政ｾﾝﾀｰ）。
（４月７日までにはドロー表を参加各社にメール致します。）
１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
①１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。この場合市の予選は免除となります。
（結果は、５月中旬頃に判明する）よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません
③男子は、襟付きのシャツを着用のこと。（詳細な判断はレフリーがすること。）
④女子は、上下が揃っていること。
５、試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。（審友会、コートの友を参照）
６、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
７、全試合を７月末迄に消化して下さい。
８、入換え戦を１２月末迄に消化してください。
以 上

平成２０年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第６５・６６回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成２０年３月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 川村

１、 試合会場

１、参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）
２、コートの都合により2日間に分けての試合も可能とします。

２、 参加資格

１、平成２０年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２、チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
３、チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
４、チーム登録をしてない選手は出場できません。
５、この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会、同好会大会には、
出場できません。（逆も相当）（クラブ対抗戦を除外）

３、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（1部、2部合せて男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
６､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ、８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク。
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 貸しコートでの試合、炎天下等での事故防止などに配慮し、両団体が合意した
場合にはノーアドで試合することもできる。
③ 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
④ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。
⑤ コートの選択権は、ドロー番号の若い方にあります。
⑥ ドロー番号の若い方が、積極的に日程調整してください。
２、試合結果を出来るだけ速やかに下記あて先にメールして下さい。（月曜日中に必着のこと。）
テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, <fumino.terai.ja@fe.navy.mil>
住重/川村<Tmh_Kawamura@shi.co.jp>, JVC/菅原<sugawara-takashi@jvc-victor.jp>

７、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と １、添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて３月３１日(月)迄に、お申し込みください。
日時
①メールのあて先は、住重/川村までお願いします。Tmh_Kawamura@shi.co.jp
２、参加費は、下記口座に銀行振込 で３月３１日(月) 迄にお願いします。
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
９、 ﾄﾞﾛｰ会議

１０、 補足事項

１、平成２０年４月５日（土）、１０：００～１１：３０、久里浜公民館（行政ｾﾝﾀｰ）。
（４月８日までにはドロー表を参加各社にメール致します。）
１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
①１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。この場合市の予選は免除となります。
（結果は、５月中旬頃に判明する）よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません
③男子は、襟付きのシャツを着用のこと。（詳細な判断はレフリーがすること。）
④女子は、上下が揃っていること。
５、試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。（審友会、コートの友を参照）
６、本年度より、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
７、全試合を７月末迄に消化して下さい。
８、入換え戦を１２月末迄に消化してください。
以 上

平成１９年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第６３・６４回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成１９年３月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 川村

１、 試合会場

１、参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）
２、コートの都合により2日間に分けての試合も可能とします。

２、 参加資格

１、平成１９年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２、チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
３、チームの構成メンバーは、各団体に勤務されている方で
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
４、チーム登録をしてない選手は出場できません。
５、この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会、クラブ対抗戦、同好会大会には、
出場できません。（逆も相当）

３、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（1部、2部合せて男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
６､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ、８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク。
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 貸しコートでの試合、炎天下等での事故防止などに配慮し、両団体が合意した
場合にはノーアドで試合することもできる。
③ 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
④ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。
⑤ コートの選択権は、ドロー番号の若い方にあります。
⑥ ドロー番号の若い方が、積極的に日程調整してください。
２、試合結果を出来るだけ速やかに下記あて先にメールして下さい。（月曜日中に必着のこと。）
テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, <fumino.terai.ja@fe.navy.mil>
住重/川村<Tmh_Kawamura@shi.co.jp>, JVC/菅原<sugawara-takashi@jvc-victor.jp>

７、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と １、添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて４月２日(月)迄に、お申し込みください。
日時
①メールのあて先は、住重/川村までお願いします。Tmh_Kawamura@shi.co.jp
２、参加費は、下記口座に銀行振込 で４月２日(月) 迄にお願いします。
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
９、 ﾄﾞﾛｰ会議

１０、 補足事項

１、平成１９年４月７日（土）、１０：００～１１：３０、久里浜公民館（行政ｾﾝﾀｰ）。
（４月１１日までにはドロー表を参加各社にメール致します。）
１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
①１部の男女共、春の県大会の結果でＢ８以上でシード権が取得できます。この場合市の予選は免除となります。
（結果は、５月中旬頃に判明する）よって、１部の開始時期は５月中旬頃となります。
２、県実業団大会の組合せ会議は、春大会は４月上旬、秋大会は９月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません
③男子は、襟付きのシャツを着用のこと。（詳細な判断はレフリーがすること。）
④女子は、上下が揃っていること。
５、試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。（審友会、コートの友を参照）
６、本年度より、１，２部の入れ替え戦と１部の３位決定戦も行います。（シード順位を確定する為）
７、全試合を７月末迄に消化して下さい。
８、入換え戦を１２月末迄に消化してください。
以 上

平成１８年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第６１・６２回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成１８年３月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 川村

１、 試合会場

１、参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）
２、コートの都合により2日間に分けての試合も可能とします。

２、 参加資格

１、平成１８年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２、チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
３、チームの構成メンバーは、各団体の正社員及びテニス部が部員と認める者であり
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
故に、テニス部の部長が部員と認める方は、全員参加資格を有します。
４、チーム登録をしてない選手は出場できません。
５、この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会、クラブ対抗戦、同好会大会には、
出場できません。（逆も相当）

３、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
６､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ、８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク。
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 貸しコートでの試合、炎天下等での事故防止などに配慮し、両団体が合意した
場合にはノーアドで試合することもできる。
③ 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
④ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。
⑤ コートの選択権は、ドロー番号の若い方にあります。
⑥ ドロー番号の若い方が、積極的に日程調整してください。
２、試合結果を出来るだけ速やかに下記あて先にメールして下さい。（月曜日までに必着のこと。）
テニス協会ＨＰ担当/寺井<fumino@v006.vaio.ne.jp>, <terai.fumino@cnrfe.navy.mil>
住重/川村<Tmh_Kawamura@shi.co.jp>, 電中研/森永<morinaga@criepi.denken.or.jp>

７、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と １、添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて４月３日(月)迄に、お申し込みください。
日時
①メールのあて先は、電中研/森永までお願いします。morinaga@criepi.denken.or.jp
２、参加費は、下記口座に銀行振込 で４月３日(月) 迄にお願いします。
（実業団戦の参加費のみを振り込んでください。選手の追加登録費は別途になります。）
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
９、 抽選会議

１０、 補足事項

１、平成１８年４月５日（水）、１9：0０～２１：３０、久里浜公民館（行政ｾﾝﾀｰ）。
（平成１９年度から実施する２部制の話もありますので、各団体の代表は参集のほどお願いします。）
当日参加できない団体の方にも後日、説明資料をメール致します。
１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
２、県実業団大会の組合せ会議は9月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません。
③男子は、襟付きのシャツを着用のこと。（詳細な判断はレフリーがすること。）
④女子は、上下が揃っていること。
５、試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。（審友会、コートの友を参照）
６、本年度は、３位決定戦も行います。
７、全試合を７月末迄に消化して下さい。
以 上

横須賀市実業団対抗テニス大会２部制説明書
平成１８年４月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 森永
１、 導入経緯

１、他市も導入しており横須賀市でも、昨年から導入を検討。
２、毎年各チームとも日程調整に苦慮しているが、２部制になると調整しやすくなる。
３、制度の変更から活性化が予想される。
４、導入しても、どのチームにも不利益にはならない。
上記の点等から横須賀市も２部制導入を検討し理事会にてテニス協会にも承認頂きました。

２、 編成

１、平成１８年度県予選会の結果をもとにクラス分けを行う。
１A：男子は、本年度のB８が来シーズンの１部とする。（Ｂ８以外は全チーム２部になります。）
１B：女子は、本年度のB４が来シーズンの１部とする。（Ｂ４以外は全チーム２部になります。）
２、１部と２部の入換え戦を行う。
２Ａ：男子１部の１Ｒ負けチームは、同山の１Ｒ負けチームと対戦し負けたチームが入換え戦に出場する。
２Ｂ：女子１部の１Ｒ負けチームは、入換え戦に出場する。
２Ｃ：男女とも２部の優勝、準優勝チームが１部との入換え戦に出場する。
（１２月末までに消化してください。）

３、 表彰

１、１部男子 ＝優勝、準優勝／１部女子＝優勝、準優勝。
２部男子＝優勝、準優勝。／２部女子＝優勝、準優勝。

４、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

５、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
６、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
７､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ、８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク。
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
③ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。
④コートの選択権は、ドロー番号の若い方にあります。
⑤ドロー番号の若い方が、積極的に日程調整してください。

８、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

１０、 補足事項

１、男女とも、１部の優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
２、県実業団大会の組合せ会議は9月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません。
③男子は、襟付きのシャツを着用のこと。
④女子は、上下が揃っていること。
５、試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。（コートの友、審友会ＨＰを参照）
６、本年度は、３位決定戦も行います。
７、１部、２部共に全試合を７月末迄に消化して下さい。
８、入換え戦を１２月末迄に消化してください。
以 上

平成17年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第59・60回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成１7年3月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 森永

１、 試合会場

１、参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）
２、コートの都合により2日間に分けての試合も可能とします。

２、 参加資格

１、平成１７年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
２、チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。
３、チームの構成メンバーは、各団体の正社員及びテニス部が部員と認める者であり
且つ、上記１，２を満たしていること。（県実業団規定）
４、チーム登録をしてない選手は出場できません。
５、この大会に出場した選手は県実業団Ａリーグ大会、クラブ対抗戦、同好会大会には、
出場できません。（逆も相当）

３、 参加費用

１、男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 １、男女とも3チーム迄／団体とします。（男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 １、男子B級＝２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
子 ＝１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）
(ﾁｰﾑ編成) ２、女
６､ 試合方法

１、トーナメント方式､８ゲームマッチ（ノーアド）８ゲームオール後１２Ｐタイブレーク
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
③ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。

７、 使 用 球

１、ダンロップフォート（黄）とします。
２、各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と １、添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて４月８日(金)迄に、お申し込みください。
日時
①メールのあて先は、電中研/森永までお願いします。morinaga@criepi.denken.or.jp
２、参加費は、下記口座に銀行振込 で４月８日(金) 迄にお願いします。
①三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会宛 迄
②湘南信用金庫 本店 普通預金 口座番号：0001ー0266453 横須賀市テニス協会宛 迄
９、 抽選会議

１０、 補足事項

１、平成１７年４月１0日（日）、１1：00～12：00、電力中央研究所 別館大会議室。
http://criepi.denken.or.jp/jp/energy/outline/seat.html
（参加したい団体の代表は参集のほどお願いします。）
１、男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
２、県実業団大会の組合せ会議は9月上旬に行われます。
３、試合当日登録選手が男子４名、女子２名に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
４、服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
①用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。
②企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません。
③但しダブルスの試合では､パートナー同士が揃っているいることが必要です｡
④Ｔシャツ、スタンドカラーも認めますが、必ず、テニスウエアーであること。
⑤女子は、上下が揃っていること。
⑥試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。
⑦全試合を７月末迄に消化して下さい。
以 上

平成１6年度 横須賀市実業団対抗テニス大会 実施要項
（兼、第５7・５8回 県実業団対抗テニス大会出場予選会）
標記大会を下記の要領で実施しますので、奮ってご参加下さい。

平成１6年3月吉日
主催： 横須賀市テニス協会
実業団委員会： 森永

１、 試合会場

：参加各チーム（団体）で確保したコートで行ってください。
（日程、コートは各チーム間で調整し、実施してください）

２、 参加資格
（団体）

：平成１6年度神奈川県テニス協会加盟団体（（加盟費７０００円／団体）であること。
：チームは、横須賀市テニス協会加盟者（加盟費５００円／人）で構成されていること。

３、 参加費用

：男子 ３０００円／チーム、女子 ２０００円／チーム。

４、 参加ﾁｰﾑ数 :男女とも3チーム迄／団体とします。（男子3チーム、女子3チーム）
（男女各3チーム参加する場合は、上位チームよりＡ、B、C、とします）
５、 試合方法 ：男子B級
(ﾁｰﾑ編成) ：女
子

２ダブルス、３シングルス。（４名以上９名まで／チーム）
１ダブルス、２シングルス。（２名以上７名まで／チーム）

６､ 試合方法

:トーナメント方式､８ゲーム先取
① 試合順序：男子 D2・D1・S3・S2・S１, 女子 D・S２・S１とします。
② 初回戦は、勝敗に関係なく全試合を行うこと。
③ 登録選手の、ダブルスとシングルスの重複出場は１回迄とします。

７、 使 用 球

：ダンロップフォート（黄）とします。
各チーム持ち寄りとします。（ビジターチーム、または負けチームの負担とします）

８、 申込方法と ：添付の選手登録書に必要事項を記入し,メールにて4月8日(木)迄に、森永までお申し込みください。
森永メールアドレス morinaga@criepi.denken.or.jp
日時
参加費は当日 又は 銀行振込 4月8日(木) 迄
三浦藤沢信用金庫 本店 普通預金 口座番号：001ー1430148 横須賀市テニス協会 池上 進 迄
９、 抽選会議と ：平成１6年4月14日（水）、１9：00～21:00、久里浜行政ｾﾝﾀｰ第４会議室。
受付日時 【参加費受付は、１９：３０までとします。受付終了後組合せを行いますので
参加団体の代表者（代理可）は必ず出席してください】
１０、 補足事項
①ﾁｰﾑの構成メンバーは、その団体に勤務し、上記２項を満たすこととします。（県実業団規定）
②ﾁｰﾑ登録以外の選手の試合出場はできません。
③試合当日登録選手が男子４名、女子２名 に満たない場合は、試合出場の資格を失います。（試合棄権）
④この大会に出場した選手は、同好会対抗ﾃﾆｽ大会、県実業団Ａﾘｰｸﾞ大会には出場できません(逆も相等)｡
⑤服装は次の基準に合っていれば､白である必要はありません｡（日本実業団規定）
・用具ﾒｰｶｰの商標がＪＴＡルールに適合しているもの（特にロゴの大きさは13c㎡迄)。（ただしＴシャツは厳禁です）
・企業・団体名のイニシャル・ロゴ等は当該チームを表現するものであれば、大きさ・色・場所の規制はありません。
但しダブルスの試合では､パートナー同士が揃っているいることが必要です｡
⑥試合は､『セルフ・ジャッジ』及び『Solo Chair Umpire』を採用します。
⑦男女とも、優勝・準優勝チームには県大会への出場権が与えられます。
⑧第５７回、県実業団大会の組合せ会議は9月上旬に行われます。
⑨全試合を７月末迄に消化して下さい。
以 上

