
令和4年度（２０２２年度）　学校総合体育大会　南部地区予選会

１　大会役員

ディレクター：阿部 智幸（上尾鷹の台）

アシスタント・ディレクター ：山賀 俊明（与野）

レフェリー  ：津田 孝弘（岩槻）　

アシスタント・レフェリー ：府川 文武（鳩ケ谷）三浦 将一（川口東）若松謙介（県立川口）

大会運営委員：各学校顧問

 

２　日程

４月１６日（土）　　男子：ダブルス　　女子：ダブルス

４月１７日（日）　　男子：シングルス　女子：シングルス

４月１８日（月） 男女各順位戦

４月２２日（金）　 男女各順位戦

４月２３日（土） 男女各順位戦

４月２４日（日） 予備日

３　会場

会場／日時 １６日（土） １７日（日） １８日（月） ２２日（金） ２３日（土） ２４日（日）

女Ｓ １，４、５、６、８、１５ 男子Ｓ ５２ 女子Ｄ ２４

荒川　　南 ○松田、田邉、中村、大杉 25位～48位 13位～28位

クレー１２面 倉橋、和泉

9:00/10:30

男Ｓ ４，７，９ 男子Ｓ ４４ 男子Ｄ ２０

荒川　　　北 ○新谷、森田、本間、山浦、國嶋 1位～24位 13位～24位

クレー８面 長谷川、寺井

9:00/10:30

男Ｄ １，３，７ 女子Ｓ ４４

天沼テニス公園 ○三浦、中村、津田、高木、福島 1位～24位

人工芝11面 藤巻、真鍋、伊藤、蓑島、渡辺

9:00/10:30 須田、本田

さいたま市 女Ｄ ３，４，８ 男Ｓ ３，８，１０ 女子Ｓ ３２ 女子Ｄ １６ 残り試合

浦和総合公園 ○田邉、大山、倉橋、和泉、小池 ○仲村、小池、井上、藤巻、府川 25位～40位 1位～12位

人工芝７面 大塚、森田、三木

9:00/10:30

堀崎公園 女Ｄ ２，７ 女Ｓ ７，１６ 女子Ｓ ３２ 男子Ｄ １６

人工芝５面 ○鈴木遼、早川、山﨑、鳴島 ○今野、森藤、井上 41位～56位 1位～12位

池田、亀井、寺井、井上

9:00/10:30

男Ｄ ８ １３：００より使用可能

浦和麗明 ○新谷、明賀、府川、深澤、藤澤

人口芝５面 鈴木英

8:30/10:00

男Ｓ １６

川口市立 ○森泉、鈴木英、並木

人工芝4面

8:30/10:00

男Ｄ ４，５，６ 女Ｓ ９，１１、１３、１４

伊奈学園 ○仲村、石田、若松、山門、伊東 ○渡辺、藤岡、早川、堀越

クレー９面 並木 鈴木遼、荒武

8:30/10:00

女Ｄ １，５ 男Ｓ ６，１３

上尾鷹の台 ○藤岡、青山、堀越 ○上野、伊東、三浦、矢代

クレー５面

8:30/10:00

男Ｓ ２

浦和東 ○菅原、深澤

クレー４面

8:30/10:00

女Ｄ ６ 男Ｓ １１

岩槻 ○松田、今野 ○津田、蓑島

クレー４面

8:30/10:00

女Ｓ ２，３

川口北 ○藤澤、青山

クレー４面

8:30/10:00

男Ｓ １４
浦和北 ○福島、久野

クレー４面

8:30/10:00

男Ｓ １５

県立浦和 ○石田、石川

クレー３面

8:30/10:00

男Ｄ ２ 男Ｓ ５

大宮光陵 ○田辺、沼、山賀 ○若松、田辺

クレー３面

8:30/10:00

男Ｓ １２

大宮工業 ○小石、伊藤、中島

クレー３面

8:30/10:00

男Ｓ １

大宮南 ○真鍋、山賀

クレー３面

8:30/10:00

女Ｓ １０

県立川口 ○小尾、松澤、菊池

クレー２面

8:30/10:00

浦和西

クレー２面

8:30/10:00

女Ｓ １２

南稜 ○遠藤、池田

クレー2面

8:30/10:00

大宮

クレー２面

8:30/10:00



諸注意

(1) ウォームアップは、各自サービス２本のみとする。
(2) 試合は全てセルフジャッチで行います。セルフジャッチマニュアルを当日必ず持参してください。
(3) 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）確認して、

そのコートの試合終了しだい、すぐに次の試合を開始してください。
(4) 各学校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。

受付は、試合のできる服装で出席を届けてください。
受付を行う際に、「個人健康チェックシート」を必ず提出してください。
提出が無い・保護者署名がないなどの書類に不備がある等の場合、当日の試合に出場できません。

＊ただし,荒川総合公園・天沼公園・堀崎公園・浦和総合公園・については、９：００受付終了となります。
それ以降に来たものは棄権とみなします。

＊荒川総合公園・堀崎公園・浦和総合公園は8：30以前に入場しないようにお願いします。

（5） 新型コロナウィルスの感染拡大防止に向けた対策として、ドロー位置によって集合時間をずらします。
各ブロックの下半分のドローにいる選手は、各会場の受付時間の1時間３０分後に受付完了とします。
例１）学校会場で、ドローの下側にいる選手は１０：００受付完了
例２）天沼テニス公園会場で、ドローの下側にいる選手は１０：３０受付完了
※ブロックのドロー番号が１～３２まであるとき、１７番以降が「下側」となります。

（6） 感染拡大防止対策として、応援選手は各会場各校選手１人（1組）につき、2名程度。必要最低限とする。
同様の観点から、保護者の観戦は自粛してください。

（7） 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。
なお、試合開始時点での出欠点呼で欠席の場合は、棄権となります。
＊　電話での連絡は受け付けません。

（8） 試合は、すべて１セットマッチとする。すべての試合でセルフジャッジでの進行をしてください。
6-6後は、１２ポイントタイブレークを行います。

（9） 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。
各選手は、必ず、缶を開封せずにに持参し、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。試合終了後は握手をせずに、ネット前で挨拶をしてください。

(10)  南部地区代表として、男子単４５名、男子複２２組、女子単５１名、女子複２６組を県大会に選出します。
順位戦シングルスベスト８、ダブルスベスト４からそれぞれフィードインの選手が入ります。

(11) 【順位戦について】
原則として、初日分のすべての種目のコンソレーション１回戦を行います。
所属校に県大会出場選手がいる場合のみ、補欠対象選手となります。
 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。高体連テニス専門部HPの用具・服装規定をご覧ください。

(12) 体力消耗によるけいれんでの休息はありません。
(13) 各自、熱中症等への予防対策をとるようにしてください。
(14) 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。



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
(1) 大会本部：０９０－２７４０－３６７１（阿部 智幸）

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会場のレフェリーを担当していただきます。
また、大会に出場するすべての学校の顧問の先生は各会場にて、本部レフェリー（上記）のアシスタントをお願いします。

(2) 各学校会場は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、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・浦和総合運動公園の試合開始時間は9：00です。
８：４５頃より受付を開始し、９：００に受付を終了し、その後、 諸注意を行い、試合が開始できるようにお願いします。
新型コロナウィルスの感染拡大防止に向けた対策として、ドロー位置によって集合時間をずらします。
各ブロックの下半分のドローにいる選手は、各会場の受付時間の1時間３０分後に受付完了とします。
例１）学校会場で、ドローの下側にいる選手は１０：００受付完了
例２）天沼テニス公園会場で、ドローの下側にいる選手は１０：３０受付完了
※ブロックのドロー番号が１～３２まであるとき、１７番以降が「下側」となります。

(3) オーダー・オブ・プレイで進行をお願いします。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）。
(4) 責任レフェリーの先生は試合終了後その日のうちに４位までの結果を、松田先生（岩槻）まで、メールで連絡してください。

また、すべての結果についても、画像を添付して、アドレス：matsuda.kodai.73@spec.ed.jp まで送ってください。
その際に、トーナメントドローとは別に順位・ドロー番号・選手名・学校名がわかるように書き加えてください。

(5) 雨天等で中止・中断するときは、必ず本部（阿部携帯）と連絡をとってから指示を出してください。
(6) 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。
(7) 熱中症など、選手の健康管理にご配慮下さい。
(8) ３試合目終了以降の連続する場合の試合（個人戦）は、１０分間の休憩を入れて下さい。

会場に関しての留意点
※ 各公営コートには、それぞれ提出する書類がありますので、責任レフェリーの先生のお名前と連絡先を代表でお書きください。
① 荒川運動公園南会場はクレー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。
公園入口は８：３０開門予定です。車ではこの時間より前には入れません。
事務所窓口の開始は８：３０です。使用料はこの時間に支払を済ませてください。
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・ハンドスピーカー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。

② 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。
借用時間は９：００～１７：００となっています。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してください。
車は駐車場所に駐車してください。
コート裏でのミーティング等は厳禁です。

③ 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。
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！
車は駐車場所に駐車してください。

④ 浦和総合運動公園会場は、人工芝７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。
車は野球場の付近ではなくコート南西の駐車場に駐車してください。
選手集合は8:45分を目安におねがいします。朝の受付は南側のコート付近で行います。

責任レフェリ－の方へのお願い
① 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）
・進行表（本部記録用）　　・メガホン（無くても良い）　　※荒川浦和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
行っていただければけっこうです。

② 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。

③ 出席は８：１５（８：４５）よりとりはじめて下さい。その際、挨拶・服装（テニスウエア）の指導をして下さい。
④ ８：３０（９：００）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。
⑤ 試合の開始（何か予定と違うことが起こったとき）、試合の終了（必ず）を大会本部（阿部携帯）に連絡願います。
⑥ 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、松田先生（岩槻）まで、

メール（画像添付して）で連絡してください。   アドレス：matsuda.kodai.73@spec.ed.jp　まで
その際に、トーナメントドローとは別に順位・ドロー番号・選手名・学校名がわかるように書き加えてください。

⑦ 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）
⑧ 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。
⑨ 学校会場の責任レフェリーの先生は、消毒用エタノールの準備をお願いします。


