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試合開始時刻の２０分前までに、試合のできる服装になって本部に届けてください。なお、

日程はあくまでも予定です。

◎中学生として，さわやかな挨拶・プレーを心掛けましょう。

《問い合わせ》 谷江 淳（宝泉中）まで ℡ ０７０－３１６３－００７１



ウエアー。用具についての規定
ウエアーは、団体戦・個人戦共に、テニスウェァとする。

ここで言うテニスウェアーとは､男子の場合鍔は鐸<域4にショーツ､女子の場合ﾜﾝピーｽ又は鋤哀多くえ必にスコ
ートあるいはショーツとする。テニスシューズも必ず着用する。

④スタンドカラーと呼ばれているものは襟とは同じではないため、本大会では着用できないものもあるのであえて着
用しようとすることはさけていただきたい。

試合中（ウオームアップも含む)、式典中におけるプレーヤーの服装及び用具に付ける表示物については、下記の範囲
内に限定する。

【プレーヤーの服装と用具のロゴの図解】

診、。

罰』‘
①ラケット・ストリング…フレームに製造業者ロゴ。（ストリング上にロゴマークや文字を入れることは禁止）
②帽子・ヘッドバンド…13画"以下の製造業者ロゴ1つ。

③シャツ類…袖：片方の袖に1鞄､以下の蕊鎧業者ロゴ1つ。

前身ごろ、背中、衿:i3cn漢以下の製造業者ロゴ2つ、または、19.4cn旗以下の製造業者ロゴ1つ。
④リストバンド…13are以下の製造業者のロゴ1つ。

⑤ショーツ…IScmz以下の製造業者のロゴ2つ、または、19.4ani!以下の製鎧業者のロゴ1つ。
スパッツ：ショーツのロゴの数に関係なく、13am以下の製造業者ロゴ1つ。

⑥シューズ…片方ずつに製造業者のロゴ。

⑦ソックス…片方ずつに13cn淫以下の製造業者ロゴ。

⑧女子のシャツ類…袖:13cn旗以下の製造昌巻者ロゴ2つ。

前身ごろ:i3cn醗以下の譜窒業者ロゴ2つ、または、19.4ar腰以下の製造業者ロゴ1つ。

スリープレス：背中､衿にロゴ類を取りつけてはならない。

⑨女子のスコート・ショーツ…（前面のみに)13an2以下の製造業者ロゴ2つ。
＊スパッツのロゴをつけることは許されるがその場合1つつけるとスコートのロゴは1つになる。

※上記の着衣に他の商標等が付けられている場合も同様に扱う。

19cm2以下の実例 13cm2以下の実例

一一■



注 意 事 項注 意 事 項注 意 事 項注 意 事 項

１．出席について

(1) 選手は試合指定時刻２０分前までに、プレーのできる服装になって本部に出席を

届けてください。最低、７名の選手がいないと失格となります。また、時間に遅れ

た場合、引率の先生がいない場合も失格となりますので注意してください。

(2) 出席確認の際に、ウェアー等のチェックを行います。試合中に帽子を着用する場

合は、帽子を着用してウェアー等のチェックを受けてください。

２．試合に際して

(1) 試合方法は、トーナメント方式とします。

(2) 試合前のウォームアップは１人サービス４本とします。

(3) 審判は、主審１名、副審１名として、原則として対戦校から１名ずつを出してく

ださい。（ドロー番号の早いチームが奇数ゲームＤ１、Ｓ３、Ｓ１の主審を受け持

ち、対戦校が副審を出してください。）

(4) 試合着は、テニスウェアー（えりのあるシャツ）を着用してください。Ｔシャツ

では試合をすることはできません。また、ウェア・ソックス・帽子とも、ロゴ（商

標）は１３ cm ２

以内とします。

(5) ダブルスは、登録した10名の中のどの２人で組んでもかまいません。ただし、ダ

ブルスとシングルスの重複は認めません。試合の順番はＤ２、Ｄ１、Ｓ３、Ｓ２、

Ｓ１の順で行い、実力順に並べなくてもかまいません。また、対戦校により、新し

くオーダーを組み直すことができます。

(6) 試合は１セットマッチとします。６－６の場合は12ポイントのタイブレークを行

います。初回戦は勝敗決定後もすべての試合を行いますが、他の試合は勝敗が決定

したところで打ち切りとします。

(7) ベンチコーチは１名とし、試合中は、コートの決められた位置にいなければいけま

せん。助言や指導はコートチェンジのときのみ認めます。選手はベンチコーチ以外の

者からいかなる助言や指導を受けてはいけません。ベンチコーチは登録された選手か

引率教員に限られます。

(8) ボールの判定については審判の判定に従いましょう。カウント、ルールの解釈に

ついての異議、質問は申し出てよいが、選手及びベンチコーチに限られます。

(9) 使用するボールは、１対抗６個とします。

３．審判について

(1) 審判は中立な立場に立ち、公正な判断をしましょう。

(2) 主審・副審とも責任を持って担当するラインの判定を行いましょう。副審の担当

するラインはサービスラインと副審側のサイドラインのみで、その他のラインは主

審の判定によります。また、ジャッジはハンドシグナルでなく、観客、選手にわか

るようにすべて声を出して行いましょう。事前のご指導をお願いいたします。

４．応援について

(1) サーバーが位置につこうとしたら、静かにプレーに注目しましょう。

(2) インプレイ中は音や声を出さないようにしましょう。

(3) エースやショットについては拍手や声援をして選手をもり立てましょう。

(4) 審判や相手選手に対してとやかく言うこと(野次)は絶対にしてはいけません。

(5) コート外からのアドバイスはいかなることがあっても禁止であり、警告の対象と

なります。また、ラインジャッジ等の判定に関して口出しすることはできません。

(6) プレーヤーのエラーに対しては、拍手はご遠慮ください。好プレーに関しては、

敵味方関係なく拍手を送りましょう。

5．その他

(1) ＪＴＡルール（ルールブック）に準じます。

(2) 会場にはゴミ箱がありません。ゴミの持ち帰りにご協力願います。
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　シード順位を、関東予選団体、４３回

選手権大会の結果等を参考に決定い

たしました。

　本大会の上位２校は１１月２０日より、

東京都・小金井公園において行われ

る、関東中学生新人テニス選手権大会

に群馬県代表として推薦いたします。

９，太田市立尾島中学校

８，太田市立太田中学校

７，新島学園中学校

優

勝

５，館林市立第四中学校

６，太田市立南中学校

２，太田市立東中学校

３，太田市立宝泉中学校

４，中央中等教育学校

平成２８年度　群馬県中学生新人テニス選手権大会

学校対抗の部   　男子    

１，太田市立西中学校

２０１６．９．２４　　敷島公園テニスコート
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２，太田市立東中学校

５，太田市立宝泉中学校

　シード順位を、関東予選団体、４３回選

手権大会の結果等を参考に決定いたしま

した。

　本大会の上位２校は１１月２０日より、東

京都・小金井公園において行われる、関

東中学生新人テニス選手権大会に群馬

県代表として推薦いたします。

８，太田市立尾島中学校

６，太田市立太田中学校

７，新島学園中学校

４，中央中等教育学校

１，太田市立西中学校

平成２８年度　群馬県中学生新人テニス選手権大会

学校対抗の部   　女子    

優

勝

３，太田市立南中学校

２０１６．９．２４　　敷島公園テニスコート
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