
第 20 回（2021 年度） 東海地区中学生新人テニス大会  （団体の部） 確認事項 

（兼 全国選抜中学校テニス大会東海予選） 
 

１ 主催･主管  主催 東海テニス協会・東海中学校テニス連盟   主管 愛知県中学校テニス連盟 

２ 後  援  名古屋市教育委員会・愛知県教育委員会 

        読売新聞中部支社・ヨネックス（株）（以上申請中） 

３ 協  力  スポーツラボ鍼整骨院 

４ 期  日    2021 年 12 月 19 日（日）  

５ 会  場    東山公園テニスセンター （砂入り人工芝コート） 

         〒468-0071 名古屋市天白区天白町八事字裏山 60-19    ℡ 052-832-1011 

６ 参加資格  各県中学校テニス連盟加盟中学校であり、県の代表であること。ただし、東海新人大 

会団体戦に出場する選手は、県予選大会団体戦の申し込み締め切り日に在籍する中学 

校と東海新人大会団体戦の申し込み締め切り日に在籍する中学校が同一であること。 

７ 参 加 費    12,000 円（大会当日受付時に納入） 

８ 申し込み  １）別紙参加申込用紙に必要事項を記入の上、各県指定日までに、各県中学校テニス

連盟に申し込むこと。 

２）各県中学校テニス連盟代表者は 12 月 1 日（水）までに下記申込先へ申し込むこと。 

                〒464－8533 愛知県名古屋市千種区北千種 3-1-37 

 名経大市邨中学校  土田豊彦 （携帯 080-5295-3238） 

９ ドロー会議 12月 4日(土) 15時より名経大市邨中学校会議室にて東海中学校テニス連盟理事会に

おいて行う。                                

10 当日受付  1) １回戦からの学校は 8 時 30 分～8 時 50 分、２回戦からの学校は 9 時 10 分～9 時 30 

          分の時間帯を受付時間とする。 

2) 新型コロナウィルス感染対策の一環として受付時間を分けているので、指定された

時間帯で受付をすること。 

3) 受付終了時刻に受付が完了していない学校は棄権とする。 

4) 選手変更については受付終了時刻 10 分前までにレフェリーに伝えること。 

5) 受付時には選手および監督の服装確認(ロゴチェック等)を行う。確認がスムーズに

いくよう、試合のできる服装で受付をすること。 

6) 男子の受付は３・4 番コート前のクラブハウス前、女子の受付は室内コート事務所

前にて行う。 

7) 選手変更等が生じた場合はそれぞれの受付場所にインフォメーションボードを用意

し、連絡をする。 

11 役員    ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ：土田豊彦  ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：杉本広樹・宗像寿代 

ﾚﾌｪﾘｰ  ：加藤洋輔   ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ  ：飯田敏弘・山北力   

競技役員：愛知県中学校テニス連盟役員 三重県中学校テニス連盟役員 

     岐阜県中学校テニス連盟役員 静岡県中学校テニス連盟役員 

補助員：名古屋市立守山東中学校テニス部員 

12 使 用 球        ヨネックス ツアープラチナム 

※各対戦終了後敗者校がボールを持ち帰ること。順位戦で使用したボールは本部へ返

却のこと。 

13 競技方法  １) ２ダブルス、１シングルスの３ポイント。 

        ２) 試合は、ダブルス№２、シングルス、ダブルス№１の順で行う。 

        ３) チーム編成は１チーム１０名以内（最低５名必要）とする。 

               但し、同一選手がシングルス・ダブルスの両方に出場することはできない。 

        ４） 試合は全て１セットマッチ６オール後タイブレークシステム。 



        ５） 審判はセルフジャッジ。 

        ６） 試合前の練習は３分以内。試合と同じ服装で行うこと。 

        ７） 初回戦は３ポイント全て行うが、次回戦からはポイント打ち切り。 

ただし、天候等の都合で協議の上、変更もあり得る。 

        ８） 本戦に加えて３位決定戦、５位決定戦、７位決定戦を行う、必要に応じて２・３

位決定戦を行う。※別紙、対戦表を参照のこと。 

14 注意事項   

１） ベンチコーチは、監督か登録選手で、１コート１名以内とする。    

  ２） ボールパーソンは、シングルスのみ各校１名以内とする。選手やベンチコーチとの距離をしっ

かり取ること。 

  ３） ウェアー等は、日本テニス協会ホームページの全国中学生テニス選手権大会のページにある「服

装規定に則る。ただし、トレーナーの着用は東海大会では認める（ロゴ規定厳守）。監督の服

装も選手に準ずる。ただし、ベンチコーチは上着、ロングパンツ、ベンチコート等の着用は可。 

  ４） 貴重品の管理は各校ですること。ゴミは持ち帰ること。 

  ５） 応援は拍手のみ認める。円陣等、大きな声を発したり、密接の状態を作るような行為は禁止。 

14 各県割当予定  男子 愛知県 ４校  三重県 ４校  静岡県 ２校  岐阜県 ２校 

女子 愛知県 ４校  三重県 ２校  静岡県 ２校  岐阜県 ４校 

15 全国選抜中学テニス大会東海地区割当数(予定)   男子 ５校  女子 ５校  

16 新型コロナウィルス感染対策について 

  1) 密状態を避けるため、１回戦のある学校と２回戦からの学校で受付時間を分け、男子と女子の受

付場所も分ける。男子の受付は３・4 番コート前のクラブハウス前、女子の受付は室内コート事

務所前にて行う。１回戦からの学校は 8 時 30 分～8 時 50 分、２回戦からの学校は 9 時 10 分～9

時 30 分の時間帯を受付時間とする。受付締切時刻に間に合わない学校は棄権とする。監督会議は

行わない。必要な情報は本部前のインフォメーションボードに掲示する。開会式も行わない。 

  2) 選手・監督・引率責任者・役員・補助員は当日の受付時に健康チェックに関する提出書類を提出

すること。選手分は受付時に監督がまとめて提出すること。 

  3) 今大会関係者はマスクの着用、検温、手指消毒、三密の回避に努めること。選手はプレー中には

マスクを着用する必要はない。 

  4) 選手の付き添いについては、選手１名につき１名（成人）とする。付添者へは、当日の朝に各県

理事長より参加各校へ付添許可を示すリストバンドを配布する。入場を許可された付添者はその

リストバンドを見やすいように身につけることとする。 

  5) 各対戦終了毎に両チームでベンチ、スコアボード、コートブラシなど手に触れる備品等への消毒

作業を行うこと。 

6) コートチェンジ時のベンチコーチからのアドバイスは対面しない。ハイタッチは禁止する。 

7) 新型コロナウィルス感染が疑われる体調不良等のために不参加になった選手がいる学校は、メン

バーが５名に満たない場合はその分を補充できるものとする。 

17 その他 

  1) 監督および引率責任者は専任教諭または学校長から正式に委託を受けた者とする。 

2) 全国大会の出場権を得ても全国選抜大会要項の規定に則った参加申し込みができない見込みが

ある場合は、事前に各県理事長を通して東海理事会に諮り東海大会への参加について可否を協議

する。 

※全国選抜大会要項には「申込書に記入された監督が、参加選手の引率責任を負うものとする。 

監督は,出場校に勤務する教員および部活動指導員に限る。」とあります。 

3) 新型コロナウィルス感染拡大状況が悪化し、各自治体の方針等が出された場合、速やかに東海中

学校テニス連盟理事会を開催して対応を協議して連絡をする。 

 

 



第 20 回（2021 年度） 東海地区中学生新人テニス大会 （団体の部） 注意事項 

１ 駐車場について 

① バスで来られる学校は，事前に各県理事を通して東海中学校テニス連盟まで連絡ください。 

② バスはインドア横の駐車場を利用してください。参加校の監督や引率責任者，選手，保護者等は，管理棟横の有料

駐車場に駐車をお願いします。大会役員は，管理棟北側の駐車場に駐車してください。 

 

２ 受付及び監督会議について 

① 会場は８時開門です。開門よりも前に会場に入らないでください。男子の受付は３・4番コート前のクラブハウス前、女

子の受付は室内コート事務所前にて行います。１回戦からの学校は 8 時 30 分～8 時 50 分、２回戦からの学校は 9 時 10

分～9時 30分の時間帯を受付時間とします。受付締切時刻に間に合わない学校は棄権とします。服装等と登録選手の確

認を行います。監督及び選手は試合に参加できる服装（全中服装規定参照）で，帽子等を使用する場合は持ってき

てください。監督は，受付時に各種提出書類をまとめて提出してください。未提出、記載事項不備の場合は出場できませ

ん。同時に大会参加費を納入し，領収書と大会関係用紙（要項，登録選手表，本部提出及び相手校提出用オーダー用紙，

記録用紙）を受け取ってください。補欠校も同時に受付時間内で受付を済ませてください。 

② 朝のコート開放はありません。ボールを使用した練習は，壁打ちコートのみとします。ケガがないように選手への

指示をお願いします。 

③ 監督会議は行いません。必要な情報は場内放送および本部付近のインフォメーションボードへの掲示でお知らせします。

開会式も行いません。 

④ 受付終了後にオーダーオブプレーを公表します，１回戦の開始予定時刻は９時です。本部へのオーダー用紙提出や

確認事項を関係者へ伝達する必要があります。時間に間に合うように行動をお願いします。大会前に新型コロナウ

ィルス感染防止に留意の上、各校ミーティングを行い，選手と必要事項をしっかり確認しておきましょう。 

 

３ 新型コロナウィルス感染防止対策について 

① 選手の付き添いについては、選手１名につき１名(成人)とします。付添者へは、当日の朝に各県理事長より参加各校へ付添

許可を示すリストバンドを配布します。入場を許可された付添者はそのリストバンドを見やすいように身につけてください。 

② 選手・監督・引率責任者・役員は当日の受付時に健康チェックに関する提出書類を提出してください。選手分は受

付時に監督がまとめて提出してください。この提出書類は大会主催者が大会後２週間保管し、感染者が出た場合、

保健所等への連絡を行う場合にのみ利用します。なお、大会終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発

症した場合は、速やかに東海中学校テニス連盟に報告してください。その際、濃厚接触者の有無についても報告し

てください。 

③ 今大会関係者はマスクの着用、検温、手指消毒、三密の回避に努めてください。選手はプレー中にはマスクを着用

する必要はありません。チェンジコート時のベンチコーチからのアドバイスはマスクを着用して、対面しないで行

ってください。ダブルスでのハイタッチ等は禁止します。応援は拍手のみとします。円陣を組むこと、および大き

な声を出すことも禁止します。各対戦終了毎に両チームでベンチ、スコアボード、コートブラシなど手に触れる

備品等への消毒作業を行ってください。 

 

４ ジャッジ等について 

① 試合におけるジャッジは，セルフジャッジで行います。下記内容について，各県・各校で事前に指導の徹底をお願

いします。 



・選手は，フォルト及びアウトのジャッジを，大きな声とハンドシグナルの両方を常に行い，相手選手に伝えるこ

と。また，そのジャッジはレイトコールにならないように行うこと。 

・横コート等からボール等が入ってきた場合，選手は試合を中断することができる。ただし，これはボールが入っ

てきてからすぐに行うものであり，しばらくして自分に不利な状況になってから行うことがあってはならない。 

   ・選手（各試合勝者）は、１セット終了ごとに本部へ試合結果を伝えること。 

② トラブル等については，近くのロービングアンパイアを呼んで対応してもらってください。最終判断は大会レフェ

リーが行います。 

③ 監督及び引率責任者からみて何か気になることがあった場合は，ロービングアンパイアまで連絡してください。 

④ 勝敗決定後の打ち切りは，ロービングアンパイアの指示に従って試合を止めることを原則とします。 

 

５ 会場使用等について 

① 荷物については各校での管理をお願いします。インドア内につきましては，２段あるベンチを使用してもらってか

まいませんが，１校でたくさんの場所を占有することがないように，周りへ配慮した使用をお願いします。窓前の

棚の上に荷物を置かないこと。また，クラブハウス内ロビー等に荷物を放置しないこと。 

② 会場内での横断幕や旗の取り付け，フェンス等へのカメラの固定はできません。 

③ インドアコートの非常口については，非常時以外は使用禁止です。必ず守ってください。 

④ 試合の撮影については，相手校の同意がある場合に限ります。映像の使用は家庭内・学校内に止めること。 

⑤ 大人の方の喫煙については，灰皿のある場所のみで許可されております。厳守してください。 

⑥ ゴミは各自持ち帰りです。各校で徹底させてください。 

 

６ 会場について 

 

女子の本部は室内コート会議室です。受付や結果の報告

は、会議室窓越しに行います。また、室内コート周り

の棚の上に荷物を置いてはいけません。 

バスは室内コート

横の広場に駐車し

ます。その他の人は

クラブハウス横の

駐車場に停めてい

ただきますようよ

ろしくお願いしま

す。 

男子の本部は３・4 番コート前のクラブハウス前にあり

ます。また、クラブハウス内ロビー等に荷物の放置

はしないでください。 

東山公園テニスセンター 

会場の開門時間は８時です。

（女子の部は、ふれあい橋を

上った屋外コート、室内コー

トで行います。） 


