
１　大会役員
ディレクター：山賀俊明（与野）
アシスタントディレクター：堀越謙介（蕨）
レフェリー  ：　仲村祐（伊奈）
アシスタント・レフェリー ：津田孝弘（岩槻）府川文武（県川口）大山隆（埼玉栄）三浦将一（川口東）
大会運営委員：各学校顧問

 
２　日程
（1）　　一次予選・南部地区前期団体戦

８月１６日（金）　　一次予選　男子シングルス・女子シングルス
８月１７日（土）　　一次予選　男子ダブルス・女子ダブルス
８月１８日（日）　　前期団体戦（新人大会残り試合優先）　
８月１９日（月）　　前期団体戦（新人大会残り試合優先）　予備日

（2）　　二次予選
９月７日（土）・８日（日）・１４日（土）・１５日（日）・１６日（月）

３　会場
会場／日時
荒川　　北 ⑧男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 4 ブロック ⑧女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3 ブロック
クレー８面 Ｆ　Ｋ　Ｍ　Ｓ Ａ　Ｅ　Ｊ

大山　石田　本間 堀越　浅見　森田　平井　白石
荒川　　南 ⑯男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 8 ブロック ⑯男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 6 ブロック
クレー１６面 Ｇ　Ｈ　Ｊ　Ｌ　Ｐ　Ｑ　Ｔ　Ｗ Ｂ　Ｃ　Ｅ　Ｊ　Ｌ　Ｍ

仲村　高梨　伊藤　押田　山門 今野　押田　伊藤　田中島　永安　山門
堀崎公園 ⑤女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2 ブロック ⑤女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2 ブロック
人工芝５面 Ｇ　Ｒ Ｂ　Ｍ

新井　阿部　古澤 阿部　山崎
天沼 ⑪女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 6 ブロック
人工芝11面 Ａ　Ｃ　Ｍ　Ｑ　Ｘ　Ｙ

松田　田辺　今野　畑　栗林
浦和総合 ⑦女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 4 ブロック ⑦女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2 ブロック
人工芝７面 Ｄ　Ｅ　Ｋ　Ｐ Ｆ　Ｌ

長谷川　千島　白石　堀越 長谷川　遠藤　竹田
川口青木公園 ⑫男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 7 ブロック
人工芝１２面 Ａ　Ｃ　Ｎ　Ｒ　Ｕ　Ｚ　β（ベータ）

福元　府川　小尾　三浦　高橋
伊奈学園 ⑨女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 4 ブロック ⑨男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3 ブロック
クレー９面 Ｂ　Ｎ　Ｕ　Ｗ Ａ　Ｉ　Ｋ

渡辺　吉岡 仲村　三浦　
与野 ④女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2 ブロック ④女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー４面 Ｈ　Ｖ Ｄ

和泉 和泉
川口北 ④女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2 ブロック ④男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2 ブロック
クレー４面 Ｉ　Ｔ Ｄ　Ｇ

浅見　亀井 福元
浦和東 ④男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2 ブロック ④女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー４面 Ｉ　Ｘ Ｈ

菅原 田邊
浦和麗明 ⑤女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 3 ブロック ④女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2 ブロック
人工芝５面 Ｆ　Ｊ　Ｌ Ｃ　Ｉ
女子 新谷　鳴島 新谷　三木　関根
浦和北 ④男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 2 ブロック ④男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー４面 Ｂ　α（アルファ） Ｆ

福島　菊池直 福島　菊池嵩
岩槻 ④男女ｼﾝｸﾞﾙｽ 1/1 ブロック ④女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー４面 男子：Ｖ　　女子：Ｓ Ｇ

津田 松田
上尾鷹の台 ②男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー２面 Ｙ

石川　上野
浦和西 ②男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 ブロック ②女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー２面 Ｏ Ｋ

池田　山中 池田　山中
川口青陵 ③男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 ブロック ③男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー３面 Ｄ Ｎ

鈴木英 鈴木英　伊藤
大宮北 ④女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 ブロック
人工芝４面 Ｏ

田村　
大宮南 ③男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー３面 Ｅ

真鍋　森泉
県立川口 ②男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 ブロック
クレー２面 Ｈ

府川　森泉

平成31年度（２０１９年度）　県民総合体育大会兼新人大会南部地区予選会及び南部地区団体戦

１６日（金）男子S　女子S １７日（土）男子D　女子D １８日（日） １９日（金）



シングルス・ダブルス共に各ブロックの１・２位選手（ペア）が二次予選に進出します。

(1)
(2)

(3)
必ず、事前に県HPの『審判実施マニュアル』・『スコアカード記入例』を確認してから試合に出場すること。

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
ただし、二次予選ストレートインが男子単８名、男子複４組、女子単１４名、女子複６組います。

(10)

(11)
(12)
(13)

諸注意

ウォームアップは、各自サービス２本のみとする。
その日のそのコートでの第一試合の審判は、対戦者同士で手配してください。審判は、結果を必ず本部席に届けてください。
次の試合からは、敗者審判制とします。敗者は、次の試合の審判を行いますので、コートから離れることのないように。

各ブロック準決勝敗者同士で３位決定戦を行い、勝者は決勝敗者との直接対決がない場合、２位決定戦を行う。

審判の筆記用具は各自、用意すること。本部での貸し出しは行いません。 また、時計を持参すること。

＊　電話での連絡は受け付けません。
試合は、一次予選・二次予選、単複ともすべて1セットマッチとする。６－６後は、１２ポイントタイブレークを行います。
試合球は、男女：ウイルソン・エクストラ・デューティ２個入り缶です。

受付は、試合のできる服装で出席を届けてください。

＊ただし,天沼・堀崎公園・浦和総合・川口青木については、８：５０受付終了となります。

＊堀崎公園は8：30以前に自動車で入らないようにお願いします。

雨天・その他で試合が不可能なとき、当該会場にてコートレフェリーより、代表者（顧問または生徒）に変更の連絡をします。

（線審を必ずつけること。シングルスの場合は、応援の生徒から出してください。）

試合の進行は、オーダー・オブ・プレイで行います（本部近くに置きます）。OP版（進行表）を確認して、
そのコートの前の試合が終了したら、すぐに試合を開始してください。

会場での受付終了時間は、８：３０とします。それ以降に来たものは棄権とみなします。

＊荒川総合運動公園は8：30受付終了なのでご注意ください。

その他、基本的なルールは日本テニス協会発行の「JTA TENNIS RULE BOOK」に準ずるものとする。

 試合の服装は、半袖短パン（スコート）のテニスウエア 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。
ウェアー等の学校名・個人名は認めます。必ず、事前に県HPの『用具・服装規定』を確認してから試合に出場すること。
体力消耗によるけいれんでの休息はありません。
各自、熱中症等への予防対策をとるようにしてください。

各選手は、必ず、缶を開封せずに持参し、敗者は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。試合終了後、必ず審判と握手をすること。
 南部地区代表として、男子単３８名、男子複１７組、女子単５３名、女子複２６組を県大会に選出します。

また、上位大会へ男子２名２組、女子１名出場するため、本大会からは男子単３６、複１５、女子単５２、複２６を県大会に選出します。



(1)

(2)

(3)
(4)

男子：izumi.yuuki.73@spec.ed.jp　女子：matsuda.kodai.73@spec.ed.jp    へ送ってください。
トーナメントドローとは別に、順位・ドロー番号・選手名・学校名・が分かるように、ドローに書き加えて写真を撮ってください。

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
ただし、気温が35℃を超える場合、すべての試合で１５分間の休憩を入れて下さい。

①

②

③

④

①

②

③
④
⑤
⑥

男子：和泉先生（与野）　　アドレス：izumi.yuuki.73@spec.ed.jp
女子：松田先生（岩槻）　　アドレス：matsuda.kodai.73@spec.ed.jp

⑦
⑧

コートレフェリーマニュアル（顧問の先生方用）

全体の留意点

責任レフェリーの先生は試合終了後その日のうちに４位までの結果（画像）を

試合の開始、試合の終了を大会本部（山賀携帯）に連絡願います。
雨天等で中止・中断するときは、必ず本部と連絡をとってから指示を出してください。

各会場８：１５頃より受付を開始し、８：３０に受付を終了してください。
その後、 諸注意を行い、８：３０に試合が開始できるようにお願いします。
ただし、天沼テニスコート・堀崎公園・荒川運動公園・浦和総合・川口青木の試合開始時間は9：00です。
オーダー・オブ・プレイでお願いします。黒板や紙片を張るなど会場で準備願います（進行表でよい）。

大会本部：０９０－１０４７－４１９８（山賀　俊明）
試合進行上のルールについて不明な点がある場合：津田（岩槻）０９０－６３１７－５１４４
日程表の○印は各会場の責任レフェリーです。参加する全学校の顧問にＳ・Ｄどちらか１会場以上のレフェリーを担当していただきます。

レフェリーに入っていない顧問の先生も、各会場にて本部レフェリー（上記）のアシスタントをお願いします。

事務所でコート番号の書いてあるポーチ（クランク入り）・シングルスティック・メガホンを受け取って下さい。
オーダーオブプレイに使えるようなボードはありませんので、机上で行って下さい。
使用料の支払いは１３：００ごろ、午後も雨天による中止が無いことを確認の上支払って下さい。

天沼テニスコートはオムニ（砂入り人工芝）１１面です。多少の雨でも試合可能です。

会場に関しての留意点
荒川総合運動公園南会場はクレー１６面（１２面）、北会場は８面です。
借用時間は　　  ９：００～１７：００　となっています。時間厳守でお願いします。
事務所窓口の開始はほぼ８：４５ですが、８：１５頃には係りの人は来ているので、早い時間に貸してもらえることもあります。

スコアーカードを使用します、会場ごとに厚紙などの下敷きと鉛筆等をご用意下さい。
コートマナー、会場ごとのゴミの持ち帰り、貴重品の管理を御指導下さい。
熱中症など、選手の健康管理にご配慮下さい。
３試合目終了以降の連続する場合の試合（個人戦）は、１５分間の休憩を入れて下さい。

借用時間は　　　９：００～１７：００　　となっています。職員は８：３０に来ます。８：００前には入らず、来た場合はテニスコート側
の芝生や客席にいるようにして下さい。引率顧問も同じ時間でお願いします。終了したら、事務室に書類を提出。

＊　荒川運動公園は学校コートと同じ８時３０分点呼完了してください。

浦和総合運動公園は人工芝７面です。
借用時間は9：00～17：00です。 事務所での手続きは8:30以降に行って下さい。
コートを使用しない場合は返却の手続きをとって下さい。
会場内、テニスコート以外でボールを使用した練習は不可です。
ジャッジペーパーとボードはありません。コートレフェリーが用意して下さい。

・進行表（本部記録用）　　・メガホン（無くても良い）　　※荒川はメガホンがあります。
・ゴミ処理用の大きなビニール袋（特に公営コートの場合は必ず用意して下さい。ゴミに対する苦情は公営コートだけでなく学校
コートからも多く出ています。ゴミの注意を引率顧問の先生全体でよろしくお願いします。
オーダーオブプレーで行いますので、黒板やボードの有無は会場によって状況が異なりますので、できる範囲で工夫して

責任レフェリ－の方へのお願い
当日必要なものをご用意下さい。
・筆記用具／セロテープ類（学校会場の場合は当該会場のご厚意で用意して下さることもあります）
・スコアーカード／台紙（厚紙）／クリップ／筆記用具（予備）

堀崎公園テニスコートはオムニ（砂入り人工芝）５面です。多少の雨でも試合は可能です。
公園内でのラケット・ボールを使用してのウォーミングアップは厳禁です。また、住宅地なので声を出しての応援も厳禁です。
9：00点呼完了とします。８：３０以前には入らないようにしてください。特に顧問および保護者の自家用車！

クランク・センターベルト・ネットはコートに備え付けてあります。

コートレフェリーの先生を中心に引率顧問の先生コート周辺のパトロールをお願いします。（特に天沼テニスコ－ト・伊奈学園）
とくに、荒川会場は、大会終了後、バス停までのゴミ拾いを生徒と行ってください。

出席は８：１５よりとりはじめて下さい。その際、挨拶・服装（テニスウエアー・Ｔシャツは不可）の指導をして下さい。
８：２５分を目安に全員一旦集合させて、簡単な諸注意を行って下さい。
試合開始時と終了時に山賀（０９０－１０４７－４１９８）までご一報下さい。
試合終了後その日のうちに４位までの結果およびすべての結果を、以下の連絡先へ送付してください。

行っていただければけっこうです。
会場準備を行って下さい。
学校会場：会場生徒が準備してくれると思います。
荒川：机・イスはコートサイドに朝の段階で配送していただきます。生徒を使って屋根の下に運ばせて下さい。


