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平成２７年度 第４回 埼玉県国公立高等学校テニス大会 

兼 第４回 関東公立高等学校テニス大会埼玉県予選会 

大会の理念 埼玉県国公立高等学校テニス部の 
              １ 新人大会団体戦への強化を図る。 

              ２ テニス技術の養成、社会的礼儀の育成を図る。 

              ３ 指導者の資質向上を目指す。 

1. 主  催 埼玉県国公立高等学校テニス選手権大会実行委員会 

2. 主  管 埼玉県国公立高等学校テニス部顧問有志 

3. 後  援 埼玉県テニス協会 熊谷市テニス協会 東松山市テニス協会  

川口市テニス協会 草加市テニス協会 

4. 協  力 埼玉県高等学校体育連盟 株式会社ダンロップスポーツ 

ヨネックス株式会社 (株)ラケットショップキャビン 

5. 実行委員 

① 会 長 利根川太郎（埼玉県立所沢北高等学校校長） 

② 委 員 長 福元 健二（川 口 北） 

③ レフェリー 三木 泰輔（浦 和 西）※チーフ 

浅見 礼文（川 口 北）※男子 

久恒  聰（市立川越）※女子 

④ ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 岡田 茂夫（与  野）福島  聡（浦 和 北）大森 民雄（三 郷）  

⑤ 競 技 進 行 朝妻 信一（和光国際）松岡 幸浩（越 谷 南）本橋 正人（杉  戸） 

江本圭之介（越谷総合）嶋田 茂樹（所 沢 商）野村  誠（岩  槻） 

渡辺  圭介（浦 和 東）阿部  守（川 口 北）栗原  敏光（深  谷） 

⑥ 審判（ＣＲ） 仲村  祐（伊奈学園）津田 孝弘（浦 和 東）山賀 俊明（伊奈学園） 

市川 雄地（栗橋北彩）谷川 宏平（蓮田松韻）佐瀬 正伸（浦 和 東） 

福田 浩一（杉  戸）清水 秀夫（新座柳瀬）比企 信之（市立川越） 

丸山 哲司（所 沢 商）大沢 圭太（本  庄）府川 文武（県立川口） 

阿部 智幸（草 加 東）木村 有花（羽生第一）大場 重信（本  庄） 

逸見 峻介（ 蕨  ）奥西 葉月（浦和工業） 

⑦ 記   録 秋本 浩司（越 谷 西）斎藤 雅春（不 動 岡）和知 正敏（羽生第一） 

熊谷  新（朝 霞 西）堀越 謙介（南  稜）田村 守行（大 宮 北） 

大室 尚之（熊 谷 西）増野 誉浩（熊 谷 西） 

⑧ 庶 務 村田 昌弘（松  山）中阪 裕明（八 潮 南）村田  藍（富 士 見） 

森泉 真也（大  宮）前田  初江（熊谷女子）田中こずえ（川 口 北） 

⑨  会 計 小尾 千里（大 宮 東）遠藤ゆかり（越 ヶ 谷）長谷川浩子（市立浦和） 

⑩  Ｗ Ｅ Ｂ 徳山  理（三郷工技）畑  文子（大  宮）福島  聡（大 宮 西） 

    ※初日に関しては各会場の顧問教員が業務を分担して行います。 

ＨＰアドレス http://www.geocities.jp/tennis_saitama_kokoritu/index.html 

http://www.geocities.jp/tennis_saitama_kokoritu/index.html
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6. 日程・会場 

 

8/6(木) １～９ １０～１８ １９～２７ ２８～３６ ３７～４５ ４６～５４ ５５～６３ ６４～７２ ベスト8まで 

 

男 子 

ﾁｰﾌﾚﾌｪﾘｰ 

 

①川口青木 

Ｏ４ 

浅見 

⑧東松山岩鼻 

Ｏ４ 

村田 

⑤川口青木 

Ｏ４ 

津田 

④そうか公園 

Ｏ４ 

伊東 

③大宮第二 

Ｏ４ 

鈴木 

⑥伊奈学園 

Ｃ５ 

仲村 

⑦大宮第二 

Ｏ４ 

仲川 

②大宮第二 

Ｏ４ 

秋本 

初回戦のみ

打切りなし 

8/6(木) １～８ ９～１６ １７～２４ ２５～３２ ３３～４０ ４１～４８ ４９～５６ ５７～６４ ベスト8まで 

 

女 子 

ﾁｰﾌﾚﾌｪﾘｰ 

   

①越谷南 

Ｃ６ 

松岡 

⑧熊谷さくら 

Ｏ６ 

朝妻 

⑤東松山岩鼻 

Ｏ４ 

丸山 

④熊谷さくら 

Ｏ６ 

前田 

③大宮第二 

Ｏ４ 

畑 

⑥そうか公園 

Ｏ４ 

阿部 

⑦川口青木 

Ｏ４ 

遠藤 

②伊奈学園 

Ｃ４ 

山賀 

初回戦のみ

打切りなし 

※基本的には雨天順延ですが、会場変更の可能性がありますので、各会場にて必ず確認してください。 

※サーフェス Ｏ：砂入り人工芝 Ｃ：クレー 

 

8/7(金) Ａ 熊谷さくら運動公園 Ｏ１２面＋Ｃ６面 備 考 担当レフェリー 

男子 準々決勝 １～４位リーグ戦 ５～８位リーグ戦 表彰式あり 
男子( )( )( )( ) 

女子( )( )( )( ) 

Ａ 東松山岩鼻運動公園 Ｏ８面 備考 担当レフェリー 

女子 準々決勝 １～４位リーグ戦 ５～８位トーナメント 表彰式あり 
男子( )( )( )( ) 

女子( )( )( )( ) 

Ｂ 男子：大宮第二公園 Ｏ１６面 女子：草加市そうか公園 Ｏ８面 備考 担当レフェリー 

９～１６位トーナメント ※敗戦校のコンソレーションマッチを組む。 講評あり 
男子( )( )( )( ) 

女子( )( )( )( ) 

8/8(土) 学校会場 伊奈学園 与野 越谷南など 備考 担当レフェリー 

 予備日  男子( )( )( )( ) 

女子( )( )( )( ) 

 

※大会日程について補足 

(1) 初日 4 つのブロックに分け、トーナメント。各ブロック決勝残し。初回戦のみ打ち切りなし。以降打ち切り。 

(2) 2 日目 Ａ 男子：熊谷さくら運動公園・女子：岩鼻運動公園 

① ブロック決勝 打ち切りなし  

※男子１対戦につき３面展開計４対戦 １２面使用（＋Ｃ６面） 

    女子１対戦につき２面展開計４対戦  ８面使用 

② (ａ) ベスト４チームによる決勝リーグ 打ち切りなし  

※男子１対戦につき３面展開 ６面使用 

    女子１対戦につき２面展開 ４面使用 

(ｂ) ベスト８チームの順位(５位～８位)トーナメントまたはリーグ戦  

※男子１対戦につき３面展開 ６面使用 リーグ戦 打ち切りなし 

女子１対戦につき２面展開 ４面使用 トーナメント 打ち切り 

Ｂ 男子：大宮第二公園・女子：草加市そうか公園 

① ベスト１６チームの順位(９～１６位)トーナメントまたはリーグ戦 

※男子１対戦につき４面展開 リーグ戦 打ち切りなし 

※女子１対戦につき２面展開 トーナメント 打ち切り 
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※引率顧問へお願い   

(1) 顧問は、引率された会場毎に、朝本部にて生徒と共に出席を届けてください。なお、大会運営はすべての出場校の顧問が協力して行

う大会です。受付終了後、運営に関する打合せを行いますのでご準備ください。 

(2) 各会場にて参加校への連絡が必要な場合がありますので、顧問は生徒と同時刻に会場に到着するようにしてください。 

(3) 敗者審判（正副２名）制の大会です。 

(4) 原則として各会場で中止・変更の連絡を行います。豪雨の場合全員会場に集合するか否かの判断は、各校の責任で行ってください。

なお、サーフェスが砂入り人工芝の場合は、多少の雨でも試合を行いますので注意してください。 

(5) 各会場でのボールを使ってのアップは、基本的には出来ませんので徹底してください。 

(6) 各会場の詳細は、それぞれのＨＰで確認してください。 

(7) 大会当日、悪天候等で集合時間の変更等ある場合は、６：３０以降ＨＰに掲載します。大会日程の変更等もＨＰに掲載します。その

他、当日運営等の問合せは上記レフェリーに行う。 

(8) 役員は「大会表紙」「埼玉県高体連テニス専門部規定」「ＴＥＮＮＩＳ ＲＵＬＥ ＢＯＯＫ ２０１５」を携行してくだ

さい。 

 
7. 試合形式  

シングルス３本 ダブルス２本 ５ポイント団体戦(選抜大会形式) 登録７～９名  

(1) ７名未満の学校は合同チームでの参加を認めます。ただし、合同チーム希望校は、相手校を各校で探してください。 

(2) ７名以上部員のいる学校は合同チームでの出場は認めません。 

(3) ７名以上での申し込みを条件としますが、当日やむを得ない事情で７名に満たない場合は、埼玉県高体連テニス専門部新

人大会団体戦の試合方法に準じます。 

(4) ３年生の参加は原則として認めません。ただし、１，２年生の部員が少なく、教育的効果がある学校であると認めた場合

のみ３年生の参加を認めます。 

 

8. 表彰内訳  

１位(優勝)カップ・賞状１０枚 ２位(準優勝)賞状１０枚 ３位賞状１０枚 ４位賞状１０枚 ５～８位賞状１枚 

 

9. 注意事項 

(1) 会場での受付終了時間は８：５０（試合開始９：００）とします。それ以降に来た者は棄権とみなします。試合のできる服装（テ

ニスウェア）で出席を届けてください。 会場ごとに開会式・諸注意を行います。  

(2) 試合は、全て１セットマッチ、６－６(１２ポイント) タイブレークとします。 

(3) ウォームアップは各自サービス２本のみ、選手は先にトスを終了し、試合の服装でウォームアップを行って下さい。 

(4) 登録監督（１名のみ）・登録選手・登録ベンチコーチは、各試合につき１名ベンチに入ることができます。 

(5) チェンジコートは９０秒以内とします。チェンジが遅い場合は、審判は時間をはかって進行を促してください。 

(6) マナーに反する行為（故意にボールを蹴る、ラケットを投げる、暴言を吐く、等）があった場合は、警告・失点・失格となります

ので、その時点で審判はいったん試合を中断し、コートレフェリーの指示を仰いでください。 

(7) オーダーは、単１、複１、単２、複２、単３と実力順で登録します。（試合もその順番に行います）指定された用紙にフルネーム

で記入し（鉛筆書き不可）、本部に提出をしてチェックを受けてください。ベンチコーチの欄には、引率者がベンチに入る場合そ

の氏名を書いてください。 

(8) 各コートでの第一試合、そしてリーグ戦の審判は、対戦者同士で手配してください。また、敗れた学校は次の対戦の全ての試合（３

～５試合）の審判をします。また、審判用紙を使用しますので、選手は筆記用具を持参してください。全ての試合に副審を必ずつ

けてください。 

(9) 対戦の前後に登録選手は全員ネットを隔てて挨拶をしてください。オーダーはその際に交換します。 
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(10) 雨天その他で試合が不可能なときは、ＨＰにて変更事項を連絡します。電話での連絡は受け付けません。砂入り人工芝の会場は雨

天でも試合を行いますので注意してください。 

(11) ベスト４以上はリーグ戦となります。対戦順については、１試合目は準決勝通り、２試合目は勝者校と敗者校、３試合目は残りの

試合となります。 

   打ち切りについては「※大会日程について補足」のとおりです。ただし、日程変更を強いられる場合などレフェリーの判

断で変更の可能性があり得ます。 

(12) 試合球としてダンロップフォート・２個入缶を１日目は各校５缶、２日目リーグ戦は各校１０缶を持参してください。ただし、４

個入缶でも構いません。敗者は試合で使用したボールを持ち帰り、勝者は未開封のボールを持って次の試合に臨んで下さい。高体

連の大会とは、異なりますので充分注意してください。 

(13) 試合の服装は、半袖短パン（スコート）のテニスウェアとします。ウェア・ガットの規定以上の大きさの商標は禁じます。ウェア

等の学校名・個人名は認めます。 

(14) 隣のコートからボールが入ってきた場合、審判がレットをコールします。選手は勝手にラリーを止めることができません。 

(15) 各会場とも、ゴミは持ち帰りになっています。学校毎に責任を持って、後片付けを行ってください。 

(16) 体力消耗・けいれん等による中断は認められません。 

(17) 公営コートでの施設・設備の器物損壊は絶対にないよう各校引率顧問が責任を持って指導して下さい。 

(18) 各対戦1試合目開始前の歌による応援、ポイント間の組織的応援を許可します。ただし、会場の事情によりレフェリーが

判断し応援を制限する場合があります。※大宮第2公園は拍手のみの応援となります。 

(19) その他、「埼玉県高体連テニス専門部規定」および「ＴＥＮＮＩＳ ＲＵＬＥ ＢＯＯＫ ２０１５」に準じます。 

  

10. その他 

(1) 上位２校は「第４回関東公立高等学校テニス大会」（８月１２、１３日）の出場権を得ることができます。ただし、出場辞退する

学校が出た場合は順位を繰り上げて権利を有するものとします。なお、「第４回関東公立高等学校テニス大会」の詳細に関しては、

千葉県高体連テニス専門部当該ＨＰで確認してください。 

http://www.chiba-hs-tennis.com/public/2014/kanto/index14.html 

(2) この大会は、合同チームでの参加を認めます。登録は７～９名ですが、大会当日止むを得ない事情で欠席者がでて７名に満たない

場合は、埼玉県高体連テニス専門部新人大会団体戦の対戦方法どおり行うことを認めます。ただし、フルエントリーの条件に満た

ない場合は順位を繰り下げて権利を有するものとします。 

      (参考)登録選手が６人以下の学校の対応について 

         ※ 補足 ：６ 人以 下の 登録 校の 対戦 につ いて 以下 の通 り  

       ６人   S1・ D1・ S2・ D 2 ×S3 

       ５人   S1・ D1・ D 2   ×S2・ S3 

       ４人   S1・ D1・ S2   ×S3・ D2 

      原 則１  不 戦勝 は 6- 0 と する 。  

      原 則２  勝 敗が 引き 分け た場 合は① 取得ゲーム率、②得失ゲーム率とす る。  

      原 則３  得 失ゲ ーム 率が 同じ 場合は 、抽 選と する 。  

      原 則４  登 録が ７名 に満 たな い場合 は上 記の オー ダー とす る。  

        ※ ６人 対５ 人の 対戦 は、 S1･D1･D2 で行 う。 S2 は 6 人 の学 校か ら 6- 0 

 (3)記録集約は、大会当日 18:00 までに下記へ結果を送付してください。 

         秋本 浩司（越谷西） 携帯 090-7636-9237  autumnbookakimotosagittarius72@docomo.ne.jp 

                    学校 TEL048-977-4155 FAX048-973-1183  akimoto.hiroshi.40@spec.ed.jp 

http://www.chiba-hs-tennis.com/public/2014/kanto/index14.html
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11. 会場注意事項 

(1) 全体注意 

(ア) 高校テニス部員であるという自覚と誇りを持って行動しましょう。 

(イ) 会場を使わせていただいている感謝の気持ちを忘れず、出会う方々に爽やかな挨拶を行いましょう。 

(ウ) 帰る際、朝よりも綺麗になるようゴミの収集はもちろん、美化に心がけましょう。 

(エ) 各会場への行き方は、ＨＰ等で確認しましょう。 

(オ) 公営コートでは、テニスコート以外でのボールを使ってのアップは出来ません。 

(2) 公営コート  

① 大宮第二公園 砂入り人工芝コート１６面  

(ア) 大会本部 8番コートと9番コートの間 

(イ) ＯＰボード 倉庫から借用 

(ウ) 放送設備 メイン借用 

(エ) 応  援 拍手のみ 

(オ) そ の 他 緑化事務所開館はAM8:30、教員が行き放送設備を借用してください。終了の連絡もお願いします。 

② 熊谷さくら運動公園 砂入り人工芝コート１２面 

(ア) 大会本部 クラブハウス 

(イ) ＯＰボード 用意 

(ウ) 放送設備 借用 

(エ) 応  援 可 

(オ) そ の 他 クラブハウスはテニスクラブとの共用になっています。 

③ 川口青木町運動公園 砂入り人工芝コート１２面 

(ア) 大会本部 会議室 

(イ) ＯＰボード 用意 

(ウ) 放送設備 借用 

(エ) 応  援 可 

(オ) そ の 他  7:45に駐車場誘導係教員がテニスコート脇の門の車留めを開錠。鍵は前日に、浅見(川口北)が公園

事務所から借用します。その後顧問の自動車を誘導してください。保護者の自動車での来場は控えるように、

顧問から連絡をお願います。 

④ 東松山岩鼻運動公園 砂入り人工芝８面 

(ア) 大会本部 クラブハウス 

(イ) ＯＰボード 用意 

(ウ) 放送設備 借用 

(エ) 応  援 可 

(オ) そ の 他 コート後ろのベンチは移動できません。 

⑤ 草加市そうか公園 砂入り人工芝８面 

(カ) 大会本部 AB・CDEコートの間 

(キ) ＯＰボード 用意 

(ク) 放送設備 用意 

(ケ) 応  援 可（ただし、応援できるスペースは限りがあります） 

(コ) そ の 他 貸し切りバスを利用し来る場合には事前に連絡が必要です。 
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(3) 学校コート 

① 全ての会場で当該顧問教員の指示に従い行動しましょう。 

② 敷地内を行動する際、当該校に迷惑をかけないように行動しましょう。 

③ 保護者の自動車を使っての来校は、なるべく控えるように(乗り合いや近隣の駐車場利用等)顧問から連絡をお願い

します。多くの学校でトラブルになっています。 

(4) その他 

 役員の先生方は、必要物品を「埼玉県高体連テニス専門部規定」で確認してご用意ください。 


