
2018年度

☆自分のゴミ＋Ｏｎｅ運動

スポーツデポ杯

◆　期　　日 2018年12月9日(日)

●　予備日　12月16日（日）　栃木県総合運動公園

◆　会　　場 栃木県総合運動公園　　

◆　主　　催 栃木県テニス協会

◆　協　　賛

◆　主　　管

■　大会会長 上野 通子

■　参与 市村 茂夫 富田 勧 高橋 一

■　大会委員長 神山　康洋

■　大会副委員長 吉井　正光

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 坂本　光広

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 小竹　俊行

■　レフェリー 鈴木　紀雄

雨天等による開催情報や緊急速報は左の情報ブログを御覧ください。

TTAEメール：tta_tennis＠yahoo.co.jp

公式ウェブサイトURL：http://www.tochigi-tennis.com/

栃木県クラブ対抗テニス大会　予選会

スポーツデポ
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＊多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください。

    2018年12月9日(日)　　　　　予備日　12月16日（日）

監督者会議開始　男子8：40、女子　10：30とします。

【練習について】 コート解放～８：４５までとなります。 （試合前のウォームアップはサービス６本とします。）

譲り合ってコートを使用してください。

５．種目及び試合方法

  ◆２ダブルス，１シングルスの対抗戦(３ポイント)

  ◆単複の重複出場は不可。

  ◆試合順序は全てシングルス，ダブルス２，ダブルス１で実施する

  ◆参加申込時のメンバー表には、7名までを登録可能とし、試合当日受付時には、

2名までの変更を可能とする。

　 男子 <トーナメント>

全て６ゲームマッチ（６-６タイブレーク）、セミアドバンテージ方式

チームの勝敗が決まっても、３ポイント目の試合を行う。（進行状況によって変更もあり得ます）

   女子 <リ－グ戦>

全て６ゲームマッチ（６-６タイブレーク）、セミアドバンテージ方式

チームの勝敗が決まっても、３ポイント目の試合を行う。（進行状況によって変更もあり得ます）

 ６．リーグ戦方式による順位決定方法

 　『2018年度テニスルールブック』に従う。

    (1)勝率の高い方を上位とする。

    (2)同勝率者が複数になった場合

    　①同勝率者が互いの対戦結果の勝者を上位とする。

    　②上記①で解決できない場合は下記とする。

       （イ）取得試合率(各対抗で自チームが勝利した試合数÷自チームがプレーした

       　　全試合数)の高い方を上位とする。これによりついた順位の中で，まだ

       　　同位者がいれば①へ戻る。これで決着がつかない場合は，(ロ)を適用する。

 　    (ロ)が同率の場合は，取得ゲーム率(自分が取得したゲーム÷自チームが

       　　　プレーした全ゲーム数)の高い方を上位とする。

 ７．使用球

      ・ダンロップフォート (ボールは敗者が持ち帰りでお願いします）

     ・ボ－ルチェンジは原則として行なわない。

      ・コンソレーションは、セットボールを使用してください。（勝者は、未使用のセットボールを持ち帰り）

 ８．審判

     ・原則として，セルフジャッヂとする。
     《セルフジャッヂ》

     ・ 『2018年度テニスルールブック』を参照下さい。

 ９．ベンチコ－チ

     ・１コ－トに各１名ずつ可。ベンチコーチは拍手不可。

     ・コ－チングは『2018年度テニスルールブック』を遵守すること。

     ・ ベンチコーチは、プレーヤーと同じ服装の規制を受ける。

10．服装

    服装はコートオブコンダクトの「服装及び用具」に定められているテニスにふさわしい

 　 ウエアを着用してください。　（最終判断は、レフェリーが判断します）

　　栃木県大会において一般男女も一年を通して長ズボンの着用を認めました。

　９：００

時　間

最終試合 決勝トーナメント　決勝まで（予定）

　８：１０

　８：４０

進行内容

受付開始（練習開始）

監督者会議（本部内にて）　　受付締切時間：男子は8：40、女子10：30

オーダー交換・試合開始

大会案内



11．本戦トーナメントのコンソレーションについて

  【男子】

　※初戦敗退チームによりコンソレーションを１試合実施予定。（進行状況によって変更もあり得る）

　　試合№1～16で初戦に負けたチームは、終了順でドローを決定し、コンソレーションを実施します。

　　コンソレーションで勝ったチームで抽選にて順位を決定し、負けたチームも同様に順位を決定します。

  【女子】

　　試合№1～4で初戦に負けたチームは、終了順でドローを決定し、コンソレーションを実施します。

　　コンソレーションで勝ったチームで抽選にて順位を決定し、負けたチームも同様に順位を決定します。

12．本戦出場について

１位、２位チームは本戦出場が決定します。

大会本戦枠に空きがでた場合、予選会３位以下で補欠順位上位から出場できます。

※トーナメントの同じ回戦で敗退した場合、上位チームに負けたチームの順位を上位とする。

13．表彰

 (1) トーナメントの上位２チームを表彰し、賞状を授与します。

14．その他

 (1) 天候その他により、大会実施が不明確な場合は、定刻までに会場に参集のこと。

　　　順延や中止の場合は、その旨をＴＴＡホームページのブログに試合当日6時に掲示します。

 (2) 一度交換提出したオ－ダは変更不可。（本部への提出も同様とする）

 (3) オ－ダ交換時にメンバ全員が揃っていること。

     　　原則、最低４名がそろっていなければ失格（Ｎｏ　ｓｈｏｗ）となる。

※欠員がある場合は対戦相手が、Ｓ，Ｄ２，Ｄ1のどの試合を行うか判断して、試合を行う。

 (4) 適正でない棄権，不戦は次の試合への出場を停止することがある。

 (5) オ－ダ用紙を２部作成すること。(大会本部用、対戦相手チ－ム用)

　　対戦相手チームとのオーダ交換前に，大会本部にオーダ用紙を必ず提出すること。

 (6) 試合前にネットをはさんで整列し，オ－ダを交換すること。

 (7) ウォ－ムアップはサービス６本(厳守)。

 (8) 続けて試合を行なう場合の休憩は15分以内とする。但し，15分を超え空きコートが生じる場合には，

　　試合順序を変更することがある。

 (9) レフェリーの許可無しに、試合コートで練習してはならない。

(10) その他については『2018年度テニスルールブック』を適用する。

(11) 勝者チームは、本部に試合結果とそのスコアを報告下さい。

(12) リーグ表の一番上のクラブは、そのリーグのコートリーダーとして試合進行をお願いします。

(13) 公園コートであり，ゴミの後片付け，持ち帰りを宜しくお願い致します。

●12月9日(日）雨天順延の場合

①12月16日（日) クラブ対抗予選会 栃木県総合運動公園

TTAホームページ    URL :http://www.tochigi-tennis.com/

栃木県テニス協会公式ホームページの情報ブログにご注意ください。



栃木県クラブ対抗　予選会　メンバー表

男子の部
チーム名 地区 監督 選手１ 2 3 4 5 6 7

1 キマグー 小山 谷崎 谷崎 米山 渋谷 海老沼 滝澤 大高 三條目

2 ＳＢＴＣ 宇都宮 戸松 戸松 仙波 朝倉 田中 溝畑 岡本

3 CTC 大田原 梅津 梅津 多部田 上澤 小森谷 宮 豊田 高井

4 サルトビ 宇都宮 山下　 山下 志賀 高松 山戸 伊藤 今井 伊沢

5 REDWOOD 小山 笠原 笠原 谷沢 篠原 西村 鈴木 関根

6 ウィンディ 宇都宮 吉川 吉川 篠崎 小林 矢田部 萩原 久保田 久保田

7 ＦＴＳ 宇都宮 福田 福田 小川 坂本 安生 神山 高橋 森本

8 Double Nine_A 宇都宮 益田 益田 神山 高村 鈴木 坂寄

9 Double Nine_B 宇都宮 高久 糸山 篠江 高久 野口 高久

10 Double Nine_C 宇都宮 坂田 福田 坂田 山口 根本 小口

11 後藤テニスクラブ親園Ｂ 大田原 柴田 柴田 橋本 大瀧 諸橋 松崎 田村 ｷﾞﾏﾚｲﾝｽﾞ

12 Next.-A 宇都宮 浅香 浅香 渡辺 加藤 星野 友田 渡辺 日向野

13 Next.-B 宇都宮 村上 村上 石崎 小堀 菅野 角田 堀切 朝鳥

14 足利ローンA 足利 松葉 松葉 大和 松村 河内 久保田

15 足利ローンB 足利 宮澤 宮澤 鈴木 柳 金子 植竹

16 足利ローンC 足利 久保田 久保田 田村 大久保 岡部 三浦

17 カフェ・オレＡ 宇都宮 服部 須田 市村 舟橋 永井 服部 大内 鈴木

18 カフェ・オレＢ 宇都宮 木滑 磯貝 飯山 吉原 阿部 木滑 吉澤

19 フィナリスタ 真岡 持田 持田 海老原 後藤 柳田 小畑

20 ラヴ・オール 足利 鈴木 藤倉 去田 近藤 小竹 齋藤 影山 鈴木

21 Bloom 宇都宮 関口 関口 原 村松 平野 太田 京極

22 ラフィエスタ 大田原 小倉 穴山 深沢充 小倉 掛江 深澤哲 深沢定

23 ＮＡＯ 宇都宮 石塚 石塚 小泉 山本 落合 石田

24 ダブルベーグル 小山 藤澤 藤澤 鹿島 伊藤 荒井 小倉 石島 古森

女子の部
チーム名 地区 監督 選手１ 2 3 4 5 6 7

1 ＲＩＺＵ 宇都宮 青木 青木 沖田 鈴木 菅野 小嶋 永井 小室

2 RISING 宇都宮 堀 真島 吉田 神山 花田 藤江 纓坂 堀

3 FAIR WIND 宇都宮 矢治　 矢治 陳之内 岩間 岩垂 西山 高橋 乾

4 ユニティ（UNT）A 宇都宮 野口 野口 太田 佐藤 中井 山藤 地土 松本

5 ユニティ（UNT）B 宇都宮 阿久津 阿久津 野中 後藤 長山 坪井 磯山 原澤

6 ラフィエスタ 大田原 小倉 穴山 小倉 三笠 深澤 江崎 中山
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※抽選後に対戦相手が埋まらなかったチームがあった場合は、同条件のチームと対戦する。

※全対象チーム数が奇数になった場合は、そのチームの１回戦は勝者扱いとし、

　　前後のブロックの勝者チームとエキジビジョンを実施する。
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2 ＳＢＴＣ 宇都宮

男　子　コンソレーション

1 キマグー 小山

ＢＹＥ

11 カフェ・オレＡ 宇都宮

ＢＹＥ

ＢＹＥ

12 Double Nine_B 宇都宮
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ＢＹＥ

16 Next.-B 宇都宮
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※抽選後に対戦相手が埋まらなかったチームがあった場合は、同条件のチームと対戦する。

※全対象チーム数が奇数になった場合は、そのチームの１回戦は勝者扱いとし、

　　前後のブロックの勝者チームとエキジビジョンを実施する。

ＢＹＥ

3

ＢＹＥ

4

女　子　コンソレーション

1 ユニティ（UNT）A 宇都宮

ＢＹＥ

ＢＹＥ

2 ＲＩＺＵ 宇都宮



クラブ対抗予選会最終順位

男子 １位 ラヴ・オール 足利 女子 １位 ラフィエスタ 大田原

２位 Double Nine_A 宇都宮 ２位 ユニティ（UNT）B 宇都宮

３位 Next.-A 宇都宮 ３位 FAIR WIND 宇都宮

４位 Double Nine_C 宇都宮 ４位 RISING 宇都宮

５位 ＦＴＳ 宇都宮 ５位 ＲＩＺＵ 宇都宮

６位 足利ローンA 足利 ６位 ユニティ（UNT）A 宇都宮

７位 ダブルベーグル 小山

８位 ラフィエスタ 大田原

９位 ウィンディ 宇都宮

１０位 Bloom 宇都宮

１１位 CTC 大田原

１２位 Next.-B 宇都宮

１３位 足利ローンB 足利

１４位 足利ローンC 足利

１５位 REDWOOD 小山

１６位 後藤テニスクラブ親園Ｂ 大田原

１７位 ＳＢＴＣ 宇都宮

１８位 カフェ・オレＡ 宇都宮

１９位 ＮＡＯ 宇都宮

２０位 Double Nine_B 宇都宮

２１位 サルトビ 宇都宮

２２位 カフェ・オレＢ 宇都宮

２３位 キマグー 小山

２４位 フィナリスタ 真岡



　２０１８年度　栃木県クラブ対抗予選会　入賞クラブ

　　　男子　準優勝

男子　優勝 女子　優勝

女子　準優勝


