
大 会 進 行 上 の 諸 注 意 

 
 １．雨天の場合でも、定刻までに受付を行ってください。 
 ２．遅刻に対するペナルティーはＪＴＡルールを適用します。 
 ３．試合は、６ゲーム先取ノーアドバンテージ方式で行います。 

４．コート外からのアドバイスや抗議は一切禁止します。 
 ５．大会使用球は、ダンロップ オーストラリアオープンです。 

 ６．コートサーフェイスは砂入り人工芝です。 
 ７．ドローナンバーの若い選手（チーム）はボールを本部まで取りに来てください。 
 ８．試合前のウォーミングアップはサービス４本です。 
９．試合はすべてセルフジャッジです。サーバーは必ず「相手に聞こえる声でポイントコール」をし、 

   レシーバーは確認の動作（うなずく、手を挙げるなど）を行ってください。 
１０．セットブレイクルールを採用します。 
１１．けがの治療等は本人の責任で処理してください。 
１２．本要項は、天候などやむ得ない事情により変更されることがあります。 
１３．その他のルールについてはJTA TENNIS RULE BOOK ２０２１に従います。 
【個人戦に関すること】 
１５．試合進行はオーダーオブプレーで行います。進行板を各自で確認し、前の試合が終了後直ちにコートに 
   入り試合を開始してください。 
１６．相手選手が来ない場合でもコートから離れず待機してください。 
１７．試合終了後直ちに、試合勝者はボールと試合結果を本部まで報告してください。 
１８．コンソレーションは実施しません。 
１９．中国大会出場権は次の通りです。 

   シングルス男子５位まで，女子６位まで，ダブルスは男子３位、女子３位まで 

   よって、補欠を決めるためそれぞれプラス１位までの順位決定戦を行います。 
【団体戦に関すること】 
２０．オーダー用紙は、切り離さずに本部に提出し、試合前に1部を相手チームと交換してください。 
２１．試合前に登録選手がネットをはさんで挨拶をし、選手の確認を行ってください。 
２２．ベンチコーチとして、引率教諭・部活動指導員・登録選手の中から１コートに１名認めます。 

助言はチェンジエンドの時のみです。 
２３．試合順は、ダブルス２・１シングルス３・２・１の順で入ります。出場する順序に、制限はありません。 
２４．各試合終了後試合勝者は本部へ試合結果とボールを持参してください。全試合が終了後、勝利チームの 
   キャプテンは結果を本部へ報告してください。 
２５．試合は、６ゲーム先取ノーアドバンテージ方式で行い、各チーム初戦のみ５ポイント実施します。 

２６．以下の条件で２位決定を行います。中国大会へは男女共に２位までが出場できます。 

   「決勝戦の敗者と準決勝の敗者対決での勝者（通常の３位決定戦での勝者）が対戦していない場合」 



大会運営委員

トーナメントディレクター 工藤 興太郎（藤山）

レフェリー 林 洋平（黒石）

アシスタントレフェリー 中村 勝敏（西岐波）

審判員（RU） 中村 勝敏（西岐波） 室谷 雄二（秋月）

選手受け付け 小野 佳文（山の田） 玉村 恵理子（黒石）

ボール係 田中 志津子（西岐波） 渡壁 茜（下関中等）

試合進行 中村 勝敏（西岐波）

競技記録 山田 悦子（下関中等） 重冨 花帆（西岐波）

報道速報 沖永 健司（華陽）

会計 工藤 興太郎（藤山）

会場準備・整備 ・片づけ 参加全選手

競技日程

５ 月 ８ 日 （土） ５ 月 ９ 日 （日）

団体戦 個人戦ダブルス（残り）

個人戦ダブルス 個人戦シングルス

維新公園１６面 維新公園１６面

※試合進行、天候によっては日程がずれ込む場合があります。

※予備日：６月１９日（土）

※５月８日（土）の団体戦とダブルス共にエントリーしている選手は、

団体戦を先に行います。

時程詳細

１．開場 ８：００

２．受付 ８：００－８：３０

３．コート設営・開放 ８：００－ （ストラップ、スティック、得点板）

４．引率者会議 ８：１５ー

５．開会式（放送） 練習終了５分後

① 山口県中学校テニス連盟会長 挨拶

② 試合進行上・会場使用上の注意

６．試合開始 開会式終了１０分後



新型コロナウイルス感染症予防に関すること

1 本大会は無観客試合としますので、保護者の方のスタンドやコート横通路への立入はご遠慮願います。

団体戦においても、登録されていない応援選手の会場への入場はご遠慮下さい。

2 本大会の参加選手・大会運営役員・引率教員・部活動指導員・業者はその日分の健康チェックシート

（本部保管用・施設提出用）を本部へ提出して下さい。

健康チェックシートを提出いただいた参加選手以外の方には、許可証を渡しますので、首にかけておいて

下さい。また、お帰りの際には本部へ返却して下さい。

3 プレー時以外はマスクを着用すること。熱中症予防のため、プレー時はマスク着用は不要です。

4 ダブルスでは、「ハイタッチ」などの接触を伴うコミュニケーションはできるだけ控えること。

5 応援中は密を避け、拍手のみとする。会場内では大きな声での会話はしないこと。

6 こまめな手洗い、手指消毒をするよう心がけること。

7 用具や用品（ラケット、タオル、ウエアなど）の共有はしないこと。

8 飲食については周囲の人となるべく距離を取って、対面は避けること。

9 「密」を避けるため、自分の試合が終わった選手は速やかに会場を後にすること。

10 試合開始前の挨拶、トス及び試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行うこと。

11 試合後は手洗い、手指消毒を行うこと。

12 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、主催者に対して速やかに報告す

ること。

※問い合わせ：山口県中学校テニス連盟 理事長 工藤興太郎 携帯０９０－８０６５－６２３３



第４８回　全国中学生テニス選手権大会山口県予選 維新百年記念公園テニス場 令和３年５月８日（土）

男子団体
３位決定

２位決定

学校名 監督 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10

1 山大附属 西村　勇輝 岸田　昊生 長谷川和真 末次　　倖 中原直緒斗 秋本　赳晴 窪田　晴人 木花　蒼空 山根　　遼

2 西岐波 中村　勝敏 石口　大智 山城　優真 市川　湊涼 浅田　義朝 吉村凛太朗 大場　徠夢 大深　弘資 江尻　海斗 梅﨑　春孝 蔵田　唯楓

3 黒石 林　　洋平 林　　巧人 沖　　海里 大瀧　遙人 古賀　陽翔 河野　一輝 縄田　季也 江本　歩夢 米田　蒼矢 市原　伊織 深井　悠真

4 山の田 小野　佳文 畚野　太志 大下　空良 熊谷　壮太 岩崎　宙斗 青柳　穂高 秋月　碧太 藤井　拓真 宮部　　楓 仲道　大河 新家　大貴

女子団体

順位

学校名 監督 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6 選手7 選手8 選手9 選手10

1 小郡 杉山　祐一 三浦　茜音 伊藤　菜緒 河添　夢咲 松並　弥里 西井　碧香 岩尾こよみ 貞池　美緒

2 西岐波 田中志津子 永光　由奈 田中　花恋 永山　紗椰 西原　若菜 有田　琴美 松永　莉央 岩本和々花 中富　八雲 壱岐　亜未 村岡　華珠

3 黒石 玉村恵理子 脇　　美優 小池　彩弓 吹金原千夏 岡　　穂香 縄田　澪南 岩間　遥菜 脇　　茉優 木村　瑞希 松本　心菜 西村　　海

西岐波 黒石

黒石（宇部市）

小郡（山口市）

西岐波（宇部市）

小郡

3 黒石 （宇部市）

4 山の田 （下関市）

1 山大附属 （山口市）

2 西岐波 （宇部市）


	団体

