
 

 

 

 

      

第２１回 (平成２２年度) 
   

栄区民［シングルス］テニス大会 
 

 

        
１２月４日(土)  予選・本戦 中・高校生（男子） 

(9:00～1９:00)   日野中央公園テニスコート 
 

１２月５日(日)  予選・本戦 小学生（低・高学年） 

(9:00～17:00)   東俣野中央公園テニスコート 

 

１２月１１日(土) 予選 一般 初日 

(9:00～17:00)   東俣野中央公園テニスコート 

 

１２月１２日(日) 予選 一般 ２日目 

  (9:00～19:00)  金井公園テニスコート 

 

１２月１８日(土)  本戦 一般 

(9:00～19:00)    金井公園テニスコート 

 

【予備日】 

１２月２３日(木祝)  金井公園テニスコート 

   (9:00～19:00） 

 

 

 

 

主催：栄区体育協会 

         主管：栄区テニス協会 

         後援：横浜市栄区 

         協賛：HTM Sports JAPAN 

ラック テニス スポット 
                



第２１回（平成２２年度） 栄区民［シングルス］テニス大会開催要項 

 

１． 日程・会場 

平成 22 年 12 月４日(土） 日野中央公園テニスコート 9:00～19:00 中・高校生 

平成 22 年 12 月５日(日)  東俣野中央公園テニスコート 9:00～17:00 小学生(低・高)  

平成 22 年 12 月 11 日(土) 東俣野中央公園テニスコート 9:00～17:00  一般 初日 

平成 22 年 12 月 12 日(日) 金井公園テニスコート   9:00～19:00 一般 二日目 

平成 22 年 12 月 18 日(土)  金井公園テニスコート    9:00～19:00 一般 本戦 

平成 22 年 12 月 23 日(木祝) 金井公園テニスコート  9:00～19:00 【予備日】 

 

２． 集合時間 

１２月４日(土)  中学生 男子  11：３０（全員） 

          高校生 男子           ８：５０（全員） 

１２月５日(日)   小学生 高学年（男女一緒）     ８：５０（全員） 

           小学生 低学年（男女一緒）     ８：５０（全員） 

１２月１１日(土)  一般女子予選（A,B ブロック）    11：５０（全員） 

                   一般男子予選（A,B,C,D ブロック）  ８：５０（全員） 

１２月１２日(日)  一般女子予選（C,D ブロック）    11：００（全員） 

 一般男子予選（E,F,J,H ブロック） ８：５０（全員） 

１２月１８日(土)  一般女子本戦           11：００（全員） 

          一般男子本戦           ８：５０（全員） 

 

※ 集合時間までに会場受付で登録しないとデフォ負け（不戦負）となります。 

※ 天候不順等で試合の有無が危ぶまれる場合は、当日８：００までに栄区テニス協会

ブログにて表示します。(http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/611294/516240) 

※ 確認できない方は、現地に集合願います。 

※ 電話での問い合わせにはお応えできません。 

 

 

 ３．試合方法 

  ク ラ ス     試 合 形 式  

小学生 低学年 

  （１年～４年） 

リ－グ戦 

総当たり戦 

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 

小学生 高学年 

  （５年～６年） 

リ－グ戦 

総当たり戦 

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 

 

中学生  男子 リーグ戦 

総当たり戦 

８ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ 8-8 ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ 

高校生  男子 予選：リ－グ戦 

本戦：予選 1、２位によるトーナメント 

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 

１ｾｯﾄﾏｯﾁ 6-6-ﾀｲﾌﾞﾚ･ﾉｰｱﾄﾞ 

一般  男子 予選：リ－グ戦 

本戦：１位、２位によるトーナメント 

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 

１ｾｯﾄﾏｯﾁ 6-6-ﾀｲﾌﾞﾚ･ﾉｰｱﾄﾞ 

一般  女子 予選：リ－グ戦 

本戦：１位、２位によるトーナメント 

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 

１ｾｯﾄﾏｯﾁ 6-6-ﾀｲﾌﾞﾚ･ﾉｰｱﾄﾞ 

 

 

ブログはこちら 

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/611294/516240


（１） リーグ戦の対戦順序は次のとおりとします。 

     ７人の場合 ①２－７、②３－６、③４－５、④１－７、⑤２－５、⑥３－４ 

        ⑦１－６、⑧５－７、⑨２－３、⑩１－５、⑪４－６、⑫３－７ 

           ⑬２－６、⑭３－５、⑮１－４、⑯６－７、⑰２－４、⑱１－３ 

  ⑲５－６，⑳４－７、○21 １－２ 

     ５人の場合 ①１－２、②３－４、③１－５、④２－４、⑤１－３、⑥２－５ 

       ⑦１－４、⑧３－５、⑨２－３、⑩４－５ 

     ４人の場合 ①１－２、②３－４、③１－３、④２－４、⑤１－４、⑥２－３ 

 ３人の場合 ①１－２、②１－３、③２－３ 

（２） 各リーグの順位決定は①勝ち試合数 ②得失ゲーム差 ③対戦の勝者の順とします。 

    これでも決まらない場合は抽選で決めます。デフォ勝ち（不戦勝）は６－０とします。 

（３） 当日の天候、参加状況においては、試合形式など変更する場合があります。 

４．注意事項 

（１） 靴はテニス用、服装はテニスにふさわしいものを着用して下さい。 

 Ｔシャツはテニス用以外は不可とします。 

（２） 試合は、セルフジャッジとし(財）日本テニス協会テニスルールブックに準じます。 

（３） 試合前のウォームアップは、サービス４本のみとします。 

（４） 大会使用球は「HEAD Chanpionship」です。 

（５） プレー中のけいれん等による休憩は認めません。但し、応急処置は５分間認めます。 

（６） 各試合の勝者はすみやかに試合結果（スコア）とボールを本部に届けて下さい。 

（７） 試合の進捗状況や天候により試合方法を変更する場合も有ります。（途中からでも） 

（８） 小学生の選手は必ず保護者の引率の基に参加して下さい。 

（９） 駐車場が少ないので、なるべく相乗りで来て下さい。 

（10） 試合中の傷害、疾病、盗難については責任を負えませんので、十分ご注意下さい。 

 ただし、テニス保険に加入していますので、プレー中の傷害は保険適用となります。 

（11） 持ち込んだゴミは必ず持ち帰って下さい。（横浜市緑政局からの通達） 

５．表彰・その他 

（１） 各クラスのそれぞれの優勝、準優勝、３位に表彰状ならびに賞品を授与します。 

（２） 両日共、雨天等で試合中止に決定した場合、参加料は、翌日以降に「ラック テニス  

 スポット」本郷台店で申込時の領収書と引換えに返却します。 

（３） 一般の部優勝者は、平成 23 年度横浜市民体育大会テニス競技シングルスの本戦に出場

 できます。 

６．大 会 役 員 

   大会 会長 ：  角田 和宏  （栄区テニス協会会長） 

   大会副会長 ：  横尾 正孝  （栄区テニス協会副会長） 

         ：  道下 修三  （栄区テニス協会副会長） 

         ：  竹本 好三  （栄区テニス協会副会長） 

         ：  市瀬 和彦  （栄区テニス協会副会長） 

 〔大会実行委員〕 

   実行委員長 ：  川本忠（ラックＴＧ） 

 競技委員長 ：  清水満（プリンスハイツＴＣ) 

 競技委員  ：  鎌田広（サンブリッジＴＣ）、高木和磨（本郷台テニス同好会)         

 レフエリー ：  久米章碌（グリーンテラス同好会）、南雲睦子 (本郷台テニス同好会) 

   会 計   ：  池田喜和子（プリンスハイツＴＣ）、飯島純子（サンブリッジＴＣ） 

  ：  日下部 裕子（グリーンテラス同好会） 


