2019 年３月 1 日
三木市テニス協会

三木市テニス協会主催 大会要項

１．

三木市テニス協会が主催するテニス大会について

三木市テニス協会では、毎年以下の大会を主催し、身近で試合を楽しむ場を用意しております。
日頃の練習の成果を確認する場、テニスを通じて交流する場として、ご活用ください。
表 大会一覧
内容

開催時期

参加資格

シングルス
ダブルス
市民大会

春・秋に開

三 木 市 在 住 者 、在

催

勤者、在学者、もしく

ミックスダブルス

は、登録団体の在籍

秋に開催

オープン

ダブルス

春に開催

大会

シングルス

秋に開催

団体戦

団体戦

夏に開催



詳細

1,000 円/人

初心者ダブルス

２．

参加費

2,000 円/ペア

3.1 を参照く

2,000 円/ペア

ださい

4,000 円/ペア

3.2 を参照く

3,000 円/人

ださい

者

誰でも可

登録団体の在籍者

3.3 を参照く
ださい

参加方法について
三木市テニス協会のホームページより試合申込み用紙をダウンロードし、所定事項を記入くださ

い。


試合申込み用紙に参加料を添えて、締切日必着で、三木市テニス協会事務局もしくは協会
役員に郵送か持参ください。
※ 三木市テニス協会事務局：
エムアイスポーツ 〒673-0532 三木市緑が丘町中２丁目 1-14
電話：0794-85-0567
※ 大会が近づきましたら三木市テニス協会のホームページに各大会の案内が掲載されますの
で、詳しくはそちらをご参照ください。

３．各大会の詳細
３．１ 市民大会

（１）開催大会


春・秋に市民大会シングルス（S）ダブルス（D）ミックスダブルス（MIX）、秋に初心者ダブル
ス（BD）を開催します。

（２）参加資格


三木市在住者、在勤者、在学者もしくは三木市テニス協会の登録団体の在籍者は市民大会
に参加することができます。但し、事前に三木市テニス協会に個人登録が必要となります。
※ 団体登録については５．１、個人登録については５．２をご参照ください



初心者ダブルスについては、テニスを始められて間もない方を対象にします。ペアでも一人でもエン
トリーできます。一人でエントリーされた方は、参加者の中で事務局がペアリングします。

（３）種目について


各大会ではレベル別に A、B、C 級、年齢別に壮年、ベテラン、シニアの種目を設けています。各
大会で開催される種目については、三木市テニス協会のホームページに掲載される各大会の案
内をご確認ください。



なお、壮年、ベテラン、シニアについては ABC 級とダブルエントリーが可能な場合があります。
詳しくは各大会の案内をご確認ください。

＜各種目の内容＞
① A 級（上級者）
・上級者。過去の市民大会で A 級の者。ダブルスおよびミックスダブルスについてはペア一人が
同大会において A 級の場合は、A 級のエントリーとなります。
・B 級で優勝または 8 ドロー以上大会の準優勝の者。但し、3 大会連続で勝利がない（不出
場も含む）場合は B 級へのエントリーが可能です。
② B 級（中級者）
・中級者。A、C 級にあてはまらない者。
・C 級で優勝または 8 ドロー以上大会の準優勝の者。但し、3 大会連続で勝利がない（不出
場も含む）場合は C 級へのエントリーが可能です。
③ C 級（初級者）
・テニスを始めて日が浅い者
④ 壮年（45 歳以上）
・大会開催年の 12 月 31 日までに 45 歳以上となる方
※ 種目が不成立の場合は別の種目への変更をお願いすることがあります。
⑤ ベテラン（55 歳以上）
・大会開催年の 12 月 31 日までに 55 歳以上となる方
※ 種目が不成立の場合は別の種目への変更をお願いすることがあります。
⑥ シニア（60 歳以上）
・大会開催年の 12 月 31 日までに 60 歳以上となる方
※ 種目が不成立の場合は別の種目への変更をお願いすることがあります。

（４）参加費


シングルス：1,000 円/人/エントリー



ダブルス：2,000 円/ペア/エントリー



初心者ダブルス：高校生以下：500 円/人、一般：1,000 円/人

３．２ オープン大会
（１）開催大会


春にダブルス大会、秋にシングルス大会を開催します。

（２）参加資格


どなたでも参加できます。

（３）種目について


開催種目については、三木市テニス協会のホームページに掲載される各大会の案内をご確認くだ
さい。各種目の内容については、市民大会の種目（3.1（３））を参照ください。なお、オープ
ン大会と市民大会は別大会となりますので、それぞれの大会で A～C 級を判断ください。

（４）参加費


シングルス：3,000 円/人/エントリー



ダブルス：4,000 円/ペア/エントリー

３．３ 団体戦について
（１） 開催大会について


夏に登録団体によるチーム対抗戦を開催します。

（２） 参加資格


三木市テニス協会登録団体の在籍者で構成されるチームが参加できます。



なお、団体の混成チームによる参加は可とします。
※ 登録団体がわかるチーム名でエントリーください。
※ 団体登録については５．１を参照ください。

（３）参加費


男子チーム 6 名以上：4,500 円/チーム



女子チーム 4 名以上：3,000 円/チーム

４．大会運営について
４．１ 試合方式
（１）市民大会、オープン大会


１セットマッチ。６－６後は１２ポイントタイブレーク方式を基本としますが、ドロー数などにより変
更する場合があります。



審判は全てセルフジャッジで行います。



集合時間までにエントリーしていない場合やオーダーオブプレイに掲載されたコートに現れない場合、

棄権と判断する場合があります。


試合前の練習はサービス４球のみとします。



対戦者のいずれかが初戦の場合や決勝戦はニューボールを使用します。これら以外はセットボー
ルを基本とします。
特に明記されていない限り、ルールは「JTA テニスルールブック 最新版」に従います。



（２） 団体戦
ダブルスによる対戦を行い、先に 2 勝した方を勝ちとします。



<男子チーム>
・ 1 チーム 6 人以上で編成。
・

試合前に 3 戦までのメンバー表を交換し、
・ 本戦 2 回戦まで、または、コンソレーション 1 回戦までは３戦します。
<女子チーム>
・ １チーム４人以上で編成。
・ 1 勝 1 敗の場合は、出場選手の中からペアを代えてタイブレークを行います。



対戦前に各試合のペア表を交換します。女子のタイブレークを除き、1 試合のみの出場とします。
対戦前に揃っていないペアは、その対戦の試合には出場できません。

４．２ 中止・順延・中断について


中止・順延は、現地で決定します。開始後、雨天により水が浮き始めた場合、1 時間を最長とし
大会を中断することがあります。複数会場の場合の順延の決定は、各会場で個別に判断しま
す。



雷の場合には、大会本部からの宣言がなくても直ちに試合を中断してください。



ダブルスの順延の場合、該当大会にエントリーしていない者の代理出場（1 名に限り）を認めま
す。



緊急で対応しなければならないケガや病気が突然発生した場合は、試合中であっても手当てを
することができます。但し、筋ケイレンは緊急のケガには該当せず、エンド交代時の時間内に限り
処置を受けることができます。

４．３ 表彰について


種目が終わりしだい表彰を順次現地で行います。3 位以上を表彰し、優勝・準優勝に副賞（ト
ロフィ等）を授与します。



但し、１５ドロー以下の場合は、優勝、準優勝のみ表彰し、7 ドロー以下の場合は、優勝者のみ
を表彰します。



３位まで、ホームページに写真をアップします。

４．４ ドローについて


ドローはドロー会議にて決定します。



直前大会の結果から下表によりポイント数を計算し、上位者からシード者を決定します。シード数
はＡ級で第 4 シードまで、Ｂ・Ｃ級で第２シードまでとします。

優勝

準優勝

3位

5～8 位

16 点

8点

4点

1点

※ ダブルスでペアが変更している場合は該当ポイントの 1/2 から１点減点
※ 同点の場合は、同一ペアが優先


ドローはドロー会議にて抽選により作成し、１回戦のみ同一団体の対戦を避けるように調整しま
す。

５．団体および個人登録について
５．１ 団体登録について


三木市テニス協会は、三木市でテニス活動する登録団体により運営しています。



団体登録をすると、在住者、在勤者、在学者以外の方も市民大会にエントリーすることができま
す。

（１）団体要件


三木市在住もしくは在勤者が代表を務め、三木市内のコートを利用して活動を行っている。



初回登録時、構成員の１/４以上が在住者、在勤者もしくは、在学者である。構成員が 10 人
以下の場合は、3 人以上が在住者、在勤者もしくは、在学者である。



更新登録の場合は、この限りではありません。

（２）団体の登録申請、承認


団体登録の新規申請は、登録申込書に登録料を添えて、三木市テニス協会事務局もしくは協
会役員に提出ください。新規の申請は、随時受け付けます。



登録団体の更新は、毎年 1 月に登録申込書に登録料を添えて、三木市テニス協会事務局もし
くは協会役員に提出ください。



新規および更新の申請は、理事会にて承認します。承認されなかった場合の登録料は返還いた
します。

（３）登録料


団体登録料は 3,000 円/年とします。1 月から 12 月を 1 年とし 1 月に登録料を徴収します。
途中の新規登録であっても月割り・日割りによる減額は行いません。

（４）登録団体の掲載


登録団体は三木市テニス協会ホームページに掲載致します。

５．２ 個人登録について


市民大会に出場するには、個人登録が必要となります。登録申込書と登録料 1,000 円を添え
て三木市テニス協会事務局もしくは協会役員まで提出してください。なお、高校生以下学生の個
人登録料は無料です。ただし、高校卒業後の試合参加には登録料が発生します。



個人登録は終身となります。登録をお断りする場合を除き、いかなる場合であっても登録料の返
還はいたしません。

以上
【改訂記録】
・初版（2019 年 3 月１日）：新規作成

