
第３２回（２０１８年度）ＪＩＣＴＦ全国社会人テニス 

地域リーグ戦 

    大会実施要項〔全国共通〕 

 

１． 主  催：（各地域）社会人テニス連盟 

２． 主  管：ＪＩＣＴＦ全国社会人テニス（各地域）リ

ーグ戦実行委員会 

３． 開催期間：２０１８年７月～１０月／１２月 

４． 会  場： 各参加企業テニスコートその他 

５． 競技種目：原則男子企業チームによる総当たり 

チーム対抗リーグ戦。チーム対チームの対戦は、 

各対戦共、複３＋単２＝計５試合 

６． 大会使用球：日本社会人テニス連盟より配布する。 

７． 参加チーム数：各部共、１２企業チーム（原則） 

８． 参加資格：連盟に「一般団体」加盟（加盟費：１万円

年間登録費３万円／団体，個人登録２０名以内：２０

名を超える場合は、１名につき１千５百円）している

団体（企業）のチームであって、同一企業に属する社

員によって編成されたチームであること。但し、その

企業の関係会社の社員を２名以内含めることが出来

る。この場合、その関係会社社員によって編成された

チームが、当該地域リーグ戦に参加していないことを

条件とする。 

９． 選手登録：①参加チームは、３０名以内の選手を登録

すること。②テニス部「部長」・「監督」・「主将」

の役がある場合は、登録 No.の番号の下にその役名を

記入すること。③加盟団体（企業）に属さない選手の

登録は、個人登録２０名以内の場合は、１９位・２０

位に、３０名以内登録の場合は、２９位・３０位に記

入し、登録No.の下又は前に☆印を記入すること。④

本年度選手登録は、２０１８年６月３０日までに完了

すること。その後の登録申請及び試合会場における追

加登録申請は、全て認めない。但し、この登録期限

は、地域の事情により、延長することがある。 

10．チーム対抗リーグ戦の形式：（各）地域リーグ戦大会

を最上位「（地域）ゴールドリーグ戦」以下「（地

域）Ⅰ部リーグ戦」（以下順に（地域）Ⅱ部～とす

る）がそれぞれ入れ替え制によって上下関係を形成す

る部制リーグとして編成し、部別のリーグ戦形式とす

る。各部共、１２参加チームを第２８項に準じて２ブ

ロック（１ブロック６チーム構成）に分け、各ブロッ

ク総当りリーグ戦を行い、各ブロックの優勝を競う。

次に、両ブロックの優勝チーム同士が地域各リーグ戦

総合優勝を競う。又、両ブロックの同順位同士の順位

決定戦（各部参加１２チームの中での順位＝各部総合

順位決定戦という）を行う（以上、原則）。ブロック

構成については、参加チーム数との関係より、１ブロ

ック６チーム未満或いは７チーム以上による構成とす

ることがある。又、各部総合順位決定戦は、各地域の

事情により、実施しないことがある。但し、地域ゴー

ルドリーグ戦においては、総合優勝決定戦及び総合第

三位決定戦は、実施するのを原則とする。 

11．試合方法：各試合８ゲームマッチ〔８ゲームズオー

ル１２ポイントタイブレイク（原則）〕。〔地域の事

情により、６ゲームズオール１２ポイントタイブレイ

クとすることがある；但し、これは、地域リーグ戦実

行委員会の決定事項とする。各対戦ともオーダー順、

即ち複１・２・３、単１・２の順に試合を行う。３試

合に勝った方をその対戦の勝ちチームとする。１チー

ム対戦５試合全てを行う。１対戦において、複・単重

複出場可とする。但し、同一選手の複２回又は単２回

の出場は、認めない。オーダーは、実力順或いは登録

順を問わない。 

12. 各チームの対戦順：各ブロックにおけるリーグ戦の対  

戦の順序は、（原則として）下表の通りとする： 

〔○付き数字はブロック内チームＮｏ．〕 

第１対戦 ① vs ⑥ ② vs ⑤ ③ vs ④ 

第２対戦 ① vs ⑤ ② vs ④ ③ vs ⑥ 

第３対戦 ① vs ④ ② vs ③ ⑤ vs ⑥ 

第４対戦 ① vs ③ ② vs ⑥ ④ vs ⑤ 

第５対戦 ① vs ② ③ vs ⑤ ④ vs ⑥ 

各チームのコート利用スケジュールに応じて上表の対戦

順を変更する場合は、ブロック幹事チーム代表者に報告

するものとする。ブロックが６チームに満たない場合、

若しくは７チーム以上の場合は、上表に準じて対戦順を

決定する。 

13. 試合時間：（原則）午前９時試合開始、（夜間照明の

無い場合は）日没まで。大会の進行はスケジュール表

に基づいて行う。集合は１５分前。時間厳守のこと。 

14. オーダーの交換及び取扱い：チームの代表者は、試合

開始５分前に同一オーダー表２通を審判委員長に提出

すること。審判委員長は、これら２通のオーダー表を

選手登録簿と照合し、相違の無いことを確認の上、

“認”印を押す。〔尚、審判委員長は、代理としてコ

ート責任者を指名しこの任に当たらせることが出来

る。〕審判委員長の“認”印を受けた２通のうち１通

を本部が保管し、１通は試合開始時にキャプテン同士

が交換し、メンバー発表を行う。“認”印の無いオー

ダー表は、無効とする。〔注：以上の手順は、状況に

より、簡略化することがある。〕この時点でオーダー

表記載のメンバーが欠席の場合、そのポイントは、自

動的に負けポイントとなる。そのスコアは、０－８と

する。チーム対戦終了時に、オーダー表記載のメンバ

ーが欠席していた場合は、この限りではない。オーダ

ー交換以前に、棄権することが確定している場合は、

複No.３, No.２,No.１、単No.２,No.１の順で棄権とする

こと。その際、相手チームのオーダー提出前に、審判

委員長に報告し、相手チームへ通告すること。又、対

戦開始以前にチーム対戦の全試合又は一部の試合にお

いて棄権が確定した場合は、速やかに対戦予定相手チ

ームの連絡責任者にこれを通知するものとする。対戦

スタート時点でオーダー表と異なった選手及び順番

は、認めない。雨天等により延期の場合は、開始され

ていない試合のオーダーは、両チームとも提出し直す

こと。登録外の選手が出場した場合は、判明した時点

で、その試合は、対戦相手チームの勝ちとし、そのス

コアは、８－０とする。更に、チーム対戦の勝敗は、

登録外選手を含むチームの０－５の敗けとする。 

15. 審判：対戦チーム同士が交互に主審・副審を出して審

判することを原則とするが、セルフジャッジとするこ

とも出来る。トラブルが発生した場合は、審判委員長

が判定を下すこととする。 



16. レフェリー：ルール及び遅刻その他に対するペナルテ

ィについては、レフェリーを任命し、委任する。 

17.  試合前の練習時間：５分以内とする。（チェア・アン

パイアが計時のこと。）大会の進行状況により、短縮

又は延長することがある。 

18. 試合時の障害及びポイント：試合時の痙攣その他の障

害においての休みは、１０分１回とする。その時間内

に再起不可能な場合は､“放棄ゲーム”とし、その試合

は、相手側の勝ちとし、スコアは８－０とする。 

19. コーチ：ベンチコーチは、１名のみとする。 

20. 応 援：応援は､テニスのマナーに則って行うこと。ベ

ンチコーチの役割と混同しないこと。ポイントの合間

にコート内に立ち入らないこと。 

21. 試合の服装（シューズを含む）：白を基調としたもの

に限定する。シャツに関しては、襟付きのシャツのみ

可とし、試合時のＴシャツは認めない。参加チームの

選手全員がそのチームのユニフォームを着用するのが

望ましい。 

22. 順位の決定：各部各ブロック共、試合結果の成績順位

は、次の順序で決定する： 

① チーム対戦勝ち数の多い方が上位 

② 勝ち試合数の多い方が上位 

③ 勝ち負けゲーム数総合計に占める勝ちゲーム数合計の

割合が高い方が上位 

④ 直接対戦で勝った方が上位 

〔各部共、Ａ・Ｂブロック同順位が対戦する各部総合 

順位決定戦を、原則として行うが、これを行わない 

  場合は、各部総合順位は、各チームの、上記①・② 

③の成績の比較により決定する。〕 

なお、上記に限らず各地域リーグ実行委員会の独自の判

断による順位決定の方法を設定する場合がある。 

23. 対戦結果報告：対戦終了後、各チームの代表は、対戦

結果を大会本部へ報告する。（対戦結果表を使用のこ

と）大会会場に大会本部が設けられていなかった場合

は、（原則として）勝ちチームがブロック幹事チーム

及び（各地域）連盟事務局に報告する。 

24. 雨天の場合：（原則として）試合会場にて決定。中止

の場合は、予備日に移行する（順延ではない）。 

25. 大会の準備及び運営：各部共、各参加チームから代表

を１名ずつ出し、実行委員会を構成し、必要事項につ

いて協議・決定する。大会は、実行委員会が運営す

る。実行委員会には、（各部12チーム構成を基準とし

て）大会実行委員長・運営／審判／財務／広報委員長

各１、以上の副委員長各１（審判のみ３）を置く。 

26. 大会参加の確認：〔「ＪＩＣＴＦ全国社会人テニス

（各）地域リーグ戦大会の〕参加チームは、次年度引

き続き、即ち、毎年参加するのを原則とする。〕参加

チームは、「連盟登録要件確認書」・｢連盟年間個人登

録簿」（２０１８年度分）若しくは「団体新規加盟申

込書」＋｢連盟年間個人登録簿｣（２０１８年度分）＋

「盟約書」（一部）＋「地域リーグ戦参加申込書」

を、必要事項記入の上、日本社会人テニス連盟本部事

務局へ提出のこと。以上の書類提出手続き及び年間登

録費（新規加盟の場合、＋加盟費）納金の履行を以っ

て、大会参加の確認とする。年間登録費・加盟費の納

金は、原則として、連盟指定口座への振込送金による

ものとする： 

1. 日本社会人テニス連盟 本部事務局 

〒８６１－８６０１ 

熊本県熊本市東区長嶺東３－５－９ 

2. 郵便振替 口座番号： 0 1 7 1 0 - 2 - 1 2 1 8 6 8 

   〃   加入者名： 日本社会人テニス連盟 

地域により、大会&/or地域事務局費の納金を要すること

がある。この場合は、当該地域の規定に従うものとす

る。 

27. 全国大会：（各）地域ゴールドリーグ（or 最上位部）

戦優勝・準優勝チームが、出場権を得る。但し、地域

リーグ戦への参加チーム数が１２未満の場合は、優勝

チームのみが出場権を得る（原則）。棄権が出た場合

は、順次、次の順位のチームに出場権が移るものとす

る。２０１８年度は、１１月１７日（土）・１８日

（日）に開催予定。この全国大会には、北海道／東北

／関東／北信越／東海／関西／中国／四国／北九州／

南九州の全国１０地域から、地域リーグ戦総合成績上

位より各２チーム、計２０チームに、前年度全国大会

優勝チームが所属する地域の総合第３位の１チームを

加え、合計２１チームが参加予定。不参加地域が出た

場合等、事情により、いずれかの地域の参加チーム数

を増減する「第３２回（２０１８年度）ＪＩＣＴＦ全

国社会人テニス選手権大会」のエントリー・フィー：

￥１００，０００．－／チーム（予定）。参加チーム

の交通費・宿泊費・昼食代・懇親パーティ費その他大

会開催地滞在に要する経費は、参加チーム／参加者負

担とする。〔これらの経費に関しては、参加チーム所

属企業に出来る限り負担して戴けるよう、連盟本部参

加チーム所属企業代表者宛に文書を送り、お願いする

こととしている。参加チームは、本年度地域ゴールド

リーグ戦個人登録者の中から１３名を選抜して選手登

録すること。同個人登録外の者の新規登録は、認めな

い。 

28. 今回大会の成績順位と次回大会のブロック編成及び

（上下部間の）入れ替えとの関係：今回大会の順位決

定の結果により、次回大会のブロック編成を下表の通

り、行う： 

今回大会の総合成績順位 次回大会のブロック 

①・４・５・８・９・⑫ Ａ 

②・３・６・７・10・⑪ Ｂ 

但し、上記（上位部）リーグ戦総合成績順位⑪・⑫と下

位部リーグ戦総合成績順位①・②との入れ替え及びそれ

以外の入れ替えの方式（入れ替え戦の実施を含め）は、

それぞれの地域リーグ戦実行委員会の決定によるものと

する。 

以上 

 

 

 日本社会人テニス連盟 本部事務局 

 〒８６１－８０３８ 

 熊本県熊本市東区長嶺東３－５－９ 

 ＴＥＬ．０９０－７２９１－７９５５ 

 ＦＡＸ．０９６－３８９－２６６３ 

E-mail： j-i-c-t-f-7＠jcom.zaq.ne.jp 



第３２回（２０１８年度）ＪＩＣＴＦ全国社会人テニス 

地域リーグ戦注意事項〔全国共通〕 

１．試合開始予定時間の１５分前に、参加チームの代表者は、大

会本部が設けてある場合は、本部に出席を届けて下さい。

対戦相手チームの代表者に対し、出席を通知して下さい。 

２．（大会本部がある場合）「大会実施要項」第１４項に従っ

て、各チームの代表者は、相手チームとの対戦開始の前に、

本部からオーダーシート（３枚）を受け取って下さい。１チ

ーム対戦のオーダーをオーダーシート３枚に記入（上から、

複・複・複、単・単の順で）し、受付で３枚全てに検印を貰

った上で、１枚を受付に出し、１枚を対戦相手チームへ渡

し、１枚を控えにして下さい。（状況により、簡略化するこ

とがあります。） 

３．試合を行うコートについて、本部で確認して下さい。〔予定

のコートが変更されることがあります。〕（この際、試合用

ボール支給方式ならば、試合用ボールを対戦チームのどちら

か一方が受け取ること。 

４．コートサーフェイスを確認の上、そのサーフェイスに合うシ

ューズを使用して下さい。又、「白基調のテニスウェア着

用」・「Ｔシャツ着用不可」としている大会実施要項第２１

項規定を遵守して下さい（コート提供会社の選手も含む）。

これを守らずプレーを続行した場合は、没収試合となること

があります。 

５．対戦相手チームとオーダーを交換し、お互いにメンバーの紹

介を行って下さい。 

６．試合の審判は、交互に出し合うか、セルフ・ジャッジとして

下さい。 

７．試合前のウォームアップは５分以内、コートチェンジは９０

秒以内に行って下さい。 

８．試合は、全て８ゲームマッチ（８ゲームズオール１２ポイン

トタイブレイク方式）で行います。 

９．試合のポイント等でもめごとが起きた場合は、当事者間で紳

士的に解決して下さい。解決せず、試合を続行出来ない場合

は、大会本部又は受付を通じ、レフェリー又はアシスタント

レフェリーに連絡して下さい。 

10．プレーヤが、試合中、身体の不調（怪我・けいれん・肉離

れ・めまい等）の為に試合を続行出来ない時は、「大会実施

要項第１８項の規定に従い、１回に限り１０分間の試合中断

を認めます。 

11．試合のラリー中は、誰もコートサイド或いはコートの後ろを

通らないようにして下さい。 

12．チーム対戦終了後、両チーム共ネットの両側に整列し、対戦

終了の挨拶をして下さい。その後、両チームでスコアを再確

認の上、勝者チームが、対戦相手から受け取ったオーダーシ

ート兼試合結果表に試合の結果を記入し、大会本部又は受付

に届けて下さい。両チーム代表者の署名を忘れないこと。 

13．試合に使用したボールは、（ボール支給方式の場合）大会本

部又は受付に返却して下さい。 

14．コート内は禁煙、とします。喫煙は、コート外の所定のとこ

ろで吸殻を散らかさないように、お願いします。 

15．天候等で試合の実施が不明の場合も、一旦定刻までに会場に

参集して戴くのを原則とします。尚、中止の決定は、原則と

して当日の第一試合開始予定時刻に行います。それ以前に中

止決定が有り得ると予想される場合は、下記にお問い合わせ

下さい。雨天等により中止となった場合の次の予定について

は、関係チーム連絡担当者又は事務局（ウィークデイ）にお

問い合わせ下さい。 

   ＊大会会場： 

＊関係チーム連絡担当者： （別掲） 

＊事務局： 

16．上記の注意事項でカバー出来ないケース／状況においては、

対戦チームの代表者同士或いは参加チームの全代表者が協議 

の上、決定するものとします。           以上 

大会の進行について 
１．参加資格・試合方法・順位決定方法・審判・その他の規則： 

地域リーグ戦大会の実施要項の通り。 

２．出場選手：（団体加盟）２０１８年度年間個人登録簿に含ま 

れている者に限る。 

３．会場：チーム対戦毎に対戦チーム相互のコートに誘致し合う 

ことで会場とする。但し、コートの提供が出来るチーム可） 

と出来ないチーム（否）等、条件により、下記ルールに従

い、対戦を進めてください： 

①（可）VS（可）の対戦：双方で調整の上、決定；ボール

は折半とする。 

②（可）VS（否）の対戦：（可）は、（否）の希望日を出

来るだけ尊重し、（可）のコートで対戦を行う。但し、

（可）が（否）の希望日を尊重した為、指定期間内にコ 

ートを用意出来なかった場合については、③の場合と同 

様とし、双方で第三者のコートを捜し、対戦を行う。 

  ③（否）VS（否）の対戦〔又は、会場の都合が付かない場合〕： 

双方で第三者のコートを捜し、対戦を行う。 

４．リーグ戦大会対戦日程：下表対戦期限（参考）を目途とし

て、対戦相手チームと相談して対戦日程をそれぞれ決定して

下さ 

い〔強制的期限ではない〕。 

 

 

 

 

 

第６対戦＝地域リーグ戦総合順位決定戦： １０月中旬 

 

 

 

 

５．試合球：連盟指定ボールは連盟ロゴ入りのブリヂストンＸＴ

８を地域リーグごとに連盟から配布します。配布されたボー

ルの管理は地域リーグ責任者に一任します。 

６．オーダー：各チーム対戦におけるオーダーについては、対戦 

チーム双方で対戦前にプログラム或いは年間個人登録簿と対 

比して確認して下さい。 

７．最上部（＝ゴールドリーグ）以外のリーグ戦は、１２月末時 

点で、消化済みの対戦成績で順位を決定するのを原則としま 

す（状況により、２０１９年３月とすることあり）。 以上 

ﾗｳﾝﾄﾞ 第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 

期限 07/31 08/15 08/31 09/15 09/30 

対戦 

１－６ 

２－５ 

３－４ 

１－５ 

２－４ 

３－６ 

１－４ 

２－３ 

５－６ 

１－３ 

２－６ 

４－５ 

１－２ 

３－５ 

４－６ 

 

ﾌﾞﾛｯｸ 対   戦 

A １位 2 位 3 位 ４位 ５位 ６位 

B １位 2 位 3 位 ４位 ５位 ６位 

 


