
令和５年２月４日 

テニス部顧問 殿 

横浜地区高等学校体育連盟テニス専門部委員長 川口 智史 

 

令和４(2022)年度 第 42 回横浜地区高等学校テニストーナメント大会要項 

１、期  日 男子 BEST８まで: ３月 26 日(日) 女子 BEST８まで: ３月 27 日(月) 

 男女決勝：３月 28 日(火) [予備日:３月 29 日(水)、３月 30 日(木)] 

詳細は３月 15 日(水)以降 HP に載せる。 

２、時  間 午前９時試合開始。詳細は３月 15 日(水)以降 HP に載せる。

３、会  場 ３月 15 日(水)以降 HP に載せる。コートがハードと人工芝が混在している会場があるが、

両方とも区別なく使用する。

４、試 合 球 ダンロップフォートを使用する。各校２個入り５缶ずつ未開缶のものを持参すること。

５、大会役員 大会会長  小坂茂夫 

 

大会委員長 川口 智史 

 

レフェリー 松木 力 

 

競技委員  早乙女大道 木下直也 野渡智博 林良輔 小野宏文 八島光希  

溝口陽香 久保裕紀 勝又晃 山田靖彦 肥田真由美 倉田貴弘  

大西優 渡辺英夫 金森志保 横井達生 坂本静香 石村実 深田峻史  

西村拓哉 前田圭大 杉本綾 末包義人 森川奈穂 山崎優佳里 

大会委員  各参加校テニス部顧問 

大会顧問  各参加校校長 

大会事務局 八下田 和生（市ケ尾） 学校電話 045-971-2041 

 

６、注意事項 

（１）出場チームは、試合開始時間の 30 分前に集合し、プレーできる服装（神奈川県高体連の大会規定 

に準ずる）になって出席を届ける。届け出のないチームは自動的に失格とする。会場には入れる 

のは部員、顧問、登録されたコーチとする。 

（２）選手は呼び出しの聞こえる場所にいること。呼び出しに応じない場合には、失格とする。 

（３）試合方法 

（ア）ダブルス２・シングルス３、計５ポイントを争う。 

（イ）各試合１セットマッチとする。ただし６－６からは７ポイント・タイブレーク決戦方式で勝

敗を決する。 



（ウ）シングルス１→ダブルス１→シングルス２→ダブルス２→シングルス３の順で試合に入る。

初戦は勝敗に拘わらず５ポイント最後まで行うが、以後は勝敗の決した段階で試合を打ち切

る。 

（エ）メンバーの差異による勝敗の決定方法には以下の通り。 

Ａ（登録人数）vs Ｂ（登録人数） 勝敗 

Ａ（7〜9 人）vs Ｂ（7〜9 人） 現行通り 

Ａ（7〜9 人）vs Ｂ（6 人） S3 は A の不戦勝（1 勝）からスタート 

Ａ（7〜9 人）vs Ｂ（4〜5 人） S3、D2 は A の不戦勝（2 勝）からスタート 

Ａ（6 人）vs Ｂ（6 人） 2 勝 2 敗の場合は、取得ゲーム率の高い方の勝

ちとし、同じ場合は S1 勝者の方の勝ちとする 

Ａ（6 人）vs Ｂ（4〜5 人） D2 は A の不戦勝（1 勝）からスタート 

2 勝 2 敗の場合は、取得ゲーム率の高い方の勝

ちとし、同じ場合は S1 勝者の方の勝ちとする 

Ａ（4〜5 人）vs Ｂ（4〜5 人） 2 ポイント先取 

 

４人以下の場合は失格となる。メンバーが９人に満たない場合は、あらかじめコートレフェ

リーにその旨連絡する。 

（オ）試合前に必ずオーダー表を作成し、挨拶を交わすときに対戦校とオーダーを交換する。 

（カ）メンバー作成に当たって、ダブルス・シングルスともオーダーは自由に組んでよい。ただ

し、ダブルス・シングルスに重複して出場してはいけない。また、オーダー交換時に会場に

いない選手は、その試合に出場することはできない。 

（４）試合に関して 

（ア）試合前のウォームアップは、トスによりサーバーとコートを決めた後、サービスを各サイ 

ド２本ずつ計４本のみとする。 

（イ）ファーストサービスの際、セカンドサービス用のボールを必ず身体に保持して行うこと。 

（ウ）試合はセルフジャッジで行う。また、各試合後、勝者は直ちに結果をコートレフェリーに報

告すること。 

（エ）各試合について、各チーム１名ずつのベンチコーチを認める。ただし合同チームの場合はそ

れぞれの学校のベンチコーチがコートに入っても良い。コーチングは第 1 ゲーム終了後、お

よびタイブレーク時のチェンジコートには行うことはできない。 

（オ）不測の事故（捻挫など）により、１度治療をしてもなお試合を継続できない場合には、棄 

権すること。 

（５）その他 

  （ア）顧問が必ず生徒を引率すること。 

  （イ）出場選手は大会参加の２週間前から健康観察を実施する。 

  （ウ）試合当日に参加校顧問が出場する全選手の健康状態を確認し、コートレフェリーに参加校状 

況報告書を提出する。 

（エ）今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、大会の中止を含め、大会日程

や試合方法の大幅な変更の可能性がある。 

   （オ）試合当日はコートレフェリーの指示に従うこと。



No.     

 

 

令和４ (2022)年度 第 42 回横浜地区高等学校テニストーナメント大会 

 

 

参加申込書（男子） 

 

 

 本校 男子硬式テニス部が、上記の大会に参加することを認め、参加申込を致します。 

 

令和５(2023)年  月  日 

 

 

学校名                       高等学校 

 

 

 

校長名               印 

 

 

 氏名 連絡先 

顧問  

学校 

携帯 

 

（ここに記された個人情報は、大会運営必要な場合のみに使用し、 

     一覧表などにして配布や他に提供することはありません） 

 

 

※ 不参加の場合、電話で御一報ください 

 

※ 合同チームを構成する場合、相手校を記入してください（事前に双方で合意すること） 

 

合同チーム

相手校名 
学校 

 

問合せ先 

 県立市ケ尾高等学校 

 八下田 和生 

 電  話 045-971-2041 

 電子ﾒｰﾙ yageta-5sg@pen-kanagawa.ed.jp 



No.     

 

 

令和４ (2022)年度 第 42 回横浜地区高等学校テニストーナメント大会 

 

 

参加申込書（女子） 

 

 

 本校 女子硬式テニス部が、上記の大会に参加することを認め、参加申込を致します。 

 

令和５(2023)年  月  日 

 

 

学校名                       高等学校 

 

 

 

校長名               印 

 

 

 氏名 連絡先 

顧問  

学校 

携帯 

 

（ここに記された個人情報は、大会運営必要な場合のみに使用し、 

     一覧表などにして配布や他に提供することはありません） 

 

 

※ 不参加の場合、電話で御一報ください 

 

※ 合同チームを構成する場合、相手校を記入してください（事前に双方で合意すること） 

 

合同チーム

相手校名 
学校 

 

 
問合せ先 

 県立市ケ尾高等学校 

 八下田 和生 

 電  話 045-971-2041 

 電子ﾒｰﾙ yageta-5sg@pen-kanagawa.ed.jp 



別紙 

 
 

令和４(2022)年度 第 42 回横浜地区高等学校テニストーナメント大会 

合同チームについて 

 

 横浜地区高等学校テニストーナメント大会については、メンバー不足の学校の生徒にも、

試合に参加する機会を与えるとの趣旨で、部員数７名未満のチームでも、合同チームによ

り大会参加を認めることにしています。 

 

１ 条件 原則として、部員数が７名未満のチーム同士で合同チームを編成する。 

 

２ 合同チームの相手が決まっており、双方の合意が成立している場合、合同チーム参加

希望表を記入し、２月 10 日（金）午後５時までに、県立城郷高校 川口 智史 宛に

ＦＡＸする。その後、下の申込要領に従って申し込む。 

 

３ 合同チームの相手が決まらない場合でも参加を希望する場合、相手を出来るだけ斡旋

するので、合同チーム参加希望表に記入の上、ＦＡＸする。ただし相手が見つからな

い場合もある。相手の候補がある場合はこちらから電話連絡をする。その後、双方話

し合いのうえ、合意してから下の申込要領に従って申し込む。 

 

４ 申込要領 大会参加申込書に、合同チームを構成する学校名、学校長名と印、顧問名

などをすべて連記の上、参加料１チーム分の参加料支払確認書を添えて申し込む。（振

込方法については別紙参照）領収証については、各校宛に発行できるので、どのよう

な金額配分になるかを申し込みの際に明確にしておくこと。 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

県立城郷高等学校 川口 智史 宛          ＦＡＸ 045-382-7691 

    月  日  時  分 

合同チーム参加希望表 

 

学校名                                    高等学校     男子 ・ 女子 

顧問氏名              連絡先                 

部員数  ２年  名  １年  名 計  名 

合同予定チーム 有（      高校）・ 希望有（      高校）・ 無 

その他、なにかあればお書きください。 

問合せ先 
 県立城郷高等学校 
 川口 智史 
 電話 045-382-7691 



令和５年２月３日 

硬式テニス部顧問殿 

 

横浜地区高等学校体育連盟テニス専門部委員長 川口 智史  

 

令和４(2022)年度 第 42 回横浜地区高等学校テニストーナメント大会 

テニスコートの使用について 
 

 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標記大会について、あらかじめ検討いたしました結果、貴校テニスコートを

下記の要領で利用できますと、円滑な大会運営が可能となります。つきましては、２

月 24 日までに使用の可否につきまして御一報いただくか、下表にご記入の上ＦＡＸ

にて御連絡下さるようお願いいたします。 

 

  使用日時      令和５年 ３月 26 日（日） 男子（１Ｒ～BEST8 出し） 

３月 27 日（月） 女子（１Ｒ～BEST8 出し） 

３月 28 日（火） 男女（決勝） 

３月 29 日（水） 男女 予備日 

３月 30 日（木） 男女 予備日 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ＦＡＸ ０４５-９７２-６５２２ 

テニスコート使用の可否について 

 

使用可能コート 

記入者 サーフェス 面数 

学校名 学校 オムニ 面 

氏 名  ハード 面 

連絡先  

 

可の場合は○、不可の場合は×をつけてください。要望等ありましたら余白にお書きく

ださい（１Ｒ～BEST８出しなら可等）。 

３/26（日） ３/27（月） ３/28（火） ３/29（水） ３/30（木） 

男子予選 女子予選 決勝 予選予備 予備 予備 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

使用可の場合、男女の希望があれば該当番号に〇印を記入してください。 

(希望通りにならない場合もあります) 

 

 １ 男子  ２ 女子  ３ どちらでもよい 

問合せ先 

 県立市ケ尾高等学校 

 八下田 和生 

 電  話 045-971-2041 

 電子ﾒｰﾙ yageta-5sg@pen-kanagawa.ed.jp 

 



2021年度　横浜地区高等学校テニストーナメント大会

参加料払込確認書
学校No.　　　　　　　　　　　学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

※1　この太線の中に、払込が分かる書類（コピー可）を貼り付けてください。

　　　払込が分かる書類は、ご利用控えや払込依頼書等になります。
　　　なお、ネットバンク等の利用でこの枠線内に入らないサイズの書類は裏面にホチキス等で添付してください。

※2　振込手数料につきましては、御校にてご負担ください。

※3　振込時のご依頼人名は、県大会と同様に学校番号＋学校名でお願いいたします。

　　　例）100　○×コウトウガッコウ

※4　参加料は2,000円です。各校男女それぞれ出場する場合、合計4,000円になります。

[振込先]
横浜銀行 湘南台支店（625）普通 6059121
横浜地区高体連テニス専門部有料大会用

振込時のご依頼人名 学校番号＋学校名 でお願いいたします。

例）100 ○○コウトウガッコウ


