注 意 事 項
１．県協会への登録
-1. 各郡市の協会事務局で県登録カードに必要事項を記入し､登録料をお支払い下さい。
各郡市の協会事務局は、それらをまとめて県協会に申込んで下さい。
-2. 個人登録料(年間)は､一般(大学院生含む)3,000円,大学生2,000円,高校生以下1,000円。
-3. 団体登録料(年間)は､１団体につき30,000円。
※ 大会当日の会場での受付はできません。
※ 県協会への個人未登録者は試合に出場できません。
※ 前日までに各郡市の協会を通して､県協会へ個人登録を済ませて下さい。
（会場での登録はできません。）

2．日本テニス協会への個人登録
下記の種目に出場する選手でJOP取得希望者は､日本テニス協会個人登録(3,000円)が別途必要になります。
-1. 春季テニス選手権 一般男子／女子シングルス本戦（ＪＯＰ取得希望者）
-2. 春季テニス選手権 年齢別男子シングルス（ベテランＪＯＰ取得希望者）
※同種目受付時に日本テニス協会個人登録№を確認できるものをご提示ください。

3．ジュニア選手の日本テニス協会への個人登録
今年度より、ジュニア大会出場選手は、日本テニス協会への個人登録が必要となりました。指定の
用紙にご記載ください。(＊様式は当ホームページ内JPIN登録よりダウンロード下さい)

4．参加資格
富山県テニス協会主催大会に参加するには､勤務先･居住地のどちらかが富山県内であり､
富山県テニス協会に個人登録してある者。（住民票のみ県内にあっても不可とする。）
但し、富山県予選を兼ねていない種目は、県外の協会に登録している者も富山県テニス協会
に登録をすれば参加申込み出来る。
※富山県予選を兼ねていない種目に限り、プロフェッショナルプレーヤーの参加を認める。

5．申し込み
-1. ２０２２年度より、申し込みについてはシステムでの申し込みとなります。
※ 申込については、富山県テニス協会HPのエントリーフォームよりお申込みしてください。
※ 申込締切の２０日前より受付を開始します。
※ 郵送・ＦＡＸ・電話での申し込みは出来ません。
※ 郵送・ＦＡＸ・電話での申し込みは出来ません。
所属団体名の記入は､団体登録している団体に限る。（その他は各郡市協会名）
※ 申し込み時にＪＴＡ登録Ｎｏ・県登録Ｎｏが入力してある場合は、当日のカード提示の必要はありません。
※ 2022年度より県登録申請をしてからの、申し込みとなりますのでご注意ください。
-2. ダブルエントリーの禁止
◎県主催大会にエントリーして、他の大会に出場し県主催大会を欠場した場合は
ダブルエントリーとして次回からの大会出場を停止します。
◎ダブルエントリーをする場合は、県主催大会エントリー時にその大会の要項・種目の日程表
を添えて申込下さい。その上で県主催大会の出場可否をドロー会議で決定します。
◎予備日の日程が重複の場合は除く。
-3. エントリー後の欠場
◎出場決定後、県主催大会を欠場する場合は、理由等を明記のうえ必ず所定の欠席届を提出して下さい。
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6 ． 参 加 料
※ 一般の申込みについては、各要項をご参照ください。
※ ジュニア選手権 １８・１６歳以下 シングルス＝１,４００円＋ＮＥＷボール（指定球）

（ﾜﾝｺｲﾝ・ＪＰＩＮ運営経費代込）

※

（ﾜﾝｺｲﾝ・ＪＰＩＮ運営経費代込）

ダブルス＝２,５００円＋ＮＥＷボール（指定球）

※ ジュニア選手権 １４・１２歳以下 小･中学生シングルス＝２,３００円（ボール不要）

（ﾜﾝｺｲﾝ・ＪＰＩＮ運営経費代込）

※

（ﾜﾝｺｲﾝ・ＪＰＩＮ運営経費代込）

ダブルス＝２,８００円（ボール不要）

※ ドロー作成後の参加料は返却しません。欠場の場合も参加料はお支払い下さい。
※ ワンコイン制度適用大会の参加料は､参加料にＳ･Ｄはﾌﾟﾗｽ100円､団体はﾌﾟﾗｽ500円です。
※ 2020年度より、ジュニアの試合については、ＪＰＩＮ運用経費として､参加料にﾌﾟﾗｽ200円を徴収します。

7 ． 受

付

-1. 受付時間までに本人（複は２人揃って）が来場し、本部にて受付をして下さい。
試合の進行状況(雨天等)に関係無く、決められた時間に受付を済ませないと失格となります。
-2. 受付をしない場合、又は受付が、済んでいても自分の試合順番になって、直ちにコートに
入場していないと失格となります。
-3. 試合の進行は原則としてオーダー･オブ・プレーで行い､放送での呼び出し案内は行いません。
-4. 参加料の領収書が必要な方は本部まで申し出て下さい。
（受付時間以外で、本部が混んでいない時にお願いします。）
-5. 欠場の場合は、前日までに届け出をして下さい。（指定の欠席届用紙にて提出願います。）
・ 受付時間までに届け出がある欠場＝Ｗ.Ｏ
・ 受付時間までに届け出が無い欠場＝Ｎ.Ｓ （無断欠場失格）
-6. 欠場の場合でも、参加料を納めてください。
その場合は、当日に団体（グループ）の代表者が立て替えてをお願いします。

（県事務局での支払いも出来ます）

-7. ラッキールーザー
・ 予選のラッキールーザー及び予選の無い種目のラッキールーザーは採用しない。
（日本テニス協会トーナメント規則に準ずる。）
・ 本戦に欠場者がでた場合、予選出場者が本戦１Ｒの最初の受付時間１５分前までに申込をすれば、
下記の優先順位で本戦に出場できます。
① 予選－決勝戦の敗者
② 予選－準決勝戦の敗者
③ 予選－１回戦の敗者
※ 同一優先順位の希望者が多数の場合は、抽選で順番を決定します。

8．雨天時等の順延
-1. 悪天候の場合でも、競技役員は初戦の試合受付時間に受付を行います。
-2. 雨天でも、晴れるのを待って試合を行う事がありますので自分勝手な判断で失格に
ならないよう注意して下さい。
-3. 午後からの試合のみをする場合があります。
-4. 雨天等で大会が開催されない場合、参加料は返却します。
-5. 県選手権等で雨天等の都合で日程が延びた場合、順延で行います。
※ 一般男女、及び北信越・全国大会の予選を兼ねている種目を優先します。
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9．サスペンション・ポイント
日本テニス協会のルールに従ってサスペンション・ポイントを作成する。
ﾎﾟｲﾝﾄ

内

容

（県協会主催大会の全てに適用される）

０点 ・ドロー作成前の出場取り消し
・遅刻（指定時刻までに受付をしない）による失格 ・無断でコートを離れる
１点
・服装及び用具に関する違反 ・コート外（会場内）での反倫理行為
・ドロー作成後の届出欠場 ・勝つ為の努力をしない ・理由無く試合を完了しない
２点
・コート上の反倫理行為（タイムバイオレーション／コードバイオレーション）
３点 ・ドロー作成後の無断欠場
４点 ・試合における失格
・ダブルエントリー（郡市協会主催大会／グレード協会主催大会等）
５点
・レフェリーにより悪質であると認められた失格
※1 ポイントを合算し、それが５ポイントに達したプレーヤーはその後の３回の大会（下記※２参照）
への参加資格停止とする。（競技委員会で審査のうえ、本人に通知する。）
※2 参加資格停止大会：春季選手権，県体（成年一部），秋季選手権，室内シングルス／選手権

10．試合方法
-1. 全試合４つ以上のエントリーがあれば試合を行います。
-2. 個人戦は全てトーナメント方式で行う事を原則とします。
-3. 県主催大会は基本的に「デュース方式」、「セットブレイクルール」とします。
リーグ戦等で「セミ･アドバンテージ方式」を採用する大会があります。
-4. 県主催大会の本戦及びジュニアの試合は、敗者によるＳ.Ｃ.Ｕ(ｿﾛ･ﾁｪｱ･ｱﾝﾊﾟｲｱ)とします。
ＳＣＵも必ずテニスウェア、テニスシューズを着用して下さい。ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟｽｰﾂ等の着用は認めます。
但し、年齢別・混合複・リーグ戦はセルフジャッジで行います。
ａ． プレーヤーは、ジャッジ・ポイント・スコアを対戦相手に聞こえるように大きな声で、
ハンドシグナルも併せてコールして下さい。
ｂ． フットフォールトをする選手が目立ちますので各自注意して下さい。
-5. テニスコート内での服装はテニスウェア着用のこと。（ルールブック2022に準ずる。）
・ロゴ規定をご参照ください。
・選手は清潔でプレーにふさわしいと認められたテニスウェアを着用しなければならない。
・ウェアの適否はレフェリーが最終判断し、服装または用具の交換を指示する。
※テニスウェアとは、男子はシャツ・ショーツ、女子はワンピースまたはシャツ・スコートまたはショーツとし
セーター・カーディガン・ベスト類を着て試合をしてもよいが、ウォームアップスーツ等の着用は
ウォームアップ時に限定とする。
※テニスに不適切なＴシャツ・ランニングシューズ・ランニングパンツ・ジーンズ、その他の不適切な
ウェアは、ウォームアップ中でも着用は出来ない。
※ベテラン種目については、長スパッツ、長ズボンの着用を認める。
※一般・ジュニア選手はコンプレッションパンツは可とする。
ただし、地域大会・全国大会では各々の大会ルールに準じます。
-6. 休憩時間は原則として以下のように定める。（室内大会を除く）
次の試合が１セットマッチの場合・・・１０分以内
〃

８ゲームプロセットの場合・・・・・・１５分以内

〃

ザ・ベストオブ３タイブレークセットマッチの場合、３０分以内

前の試合が、ザ・ベストオブ３タイブレークセットマッチ(ﾌｧｲﾅﾙｾｯﾄ)の場合４０分以内
-7. ドロー数，天候により試合方法及び日程等を変更する事があります。
-8. 雨天等の状況により試合順序・日程・コートサーフェス等を変更する事があります。
-9. シード選手の欠場や欠場者が多い場合等、ドローを作り直す事があります。
-10. コートに入場する際には、携帯電話の電源を切って下さい。
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但し、試合の進行状況
等 で変更もあります。
ヒートルールも適用し
ます

11．レフェリー
【オーバー・ルール】
RUアンパイアやレフェリーがコートを見廻り、フットフォールト等や不正確な判定をオーバー・ルール
する事があります。（フェンスの内外に関係なく行う）

12．コートマナー
-1. 選手はコート内で対戦相手及び周囲のコートの選手が邪魔になるような大声（音）を出さないで
ください。（競技役員が見廻って注意します。）
-2. コートに入場する際、シューズの底をきれいにして下さい。
特に、室内での試合は室内用のシューズでプレーを行って下さい。
-3. 観客はインプレー中、コートの後ろで動いてはいけません。
-4. 観客は、コート内の選手にアドバイスは勿論、話をしてはいけません。
-5. 会場内では選手の迷惑になるような行為（大きい声や音を出す等）をしてはいけません。
-6. 会場内ではゴミを散らかさず、必ず各自で持ち帰ってください。
-7. 大会期間中、会場内では禁酒とします。
-8. 喫煙は、灰皿の設置してある喫煙所のみとします。
-9. 会場内では、携帯電話はマナーモードで使用ください。
-10. 選手は会場設営等をしてください。（ネット、スコアボード、スティック等）

13．仮ドローの案内
大会日の約１週間ほど前に富山県テニス協会ホームページに掲載します。
※ 申込者は、不備が有りましたら事務局もしくはメールにて、ご連絡ください。
※ 誤字、脱字に関しては、大会時に、受付本部にお知らせください。

14．富山県代表選手の選考基準
富山県代表選手の選考は、富山県代表選手選考委員会において決定します。
-1. 全日本都市対抗テニス大会
・ 春季選手権シングルス・ダブルスの大会を参考にします。
-2. 日本スポーツマスターズ（３５男子シングルス、４５男子ダブルス、４０女子シングルス、４０女子ダブルス）
・ ３５歳以上男子S及び４０歳以上女子Sについては、春季選手権を富山県予選とします。
・ ４５歳以上男子D及び４０歳以上女子Dは、６月１２日に富山県予選を行います。
-3. 東日本テニス選手権
優先順位① 春季選手権 一般男女シングルスの優勝者
優先順位② 春季選手権 一般男女シングルスの準優勝者
優先順位③ 県テニス協会推薦者
-4. 北信越国体（国民体育大会）
・ 県テニス協会推薦者 ・・・ 県体（一部）結果を参考にします。
-5. ダンロップスリクソントーナメント
【Ａ男女と４５男女】
【Ｂ男子】
優先順位① ダンロップＡの優勝者
優先順位① ダンロップＢの優勝者
優先順位② ダンロップＡの準優勝者
優先順位② ダンロップＢの準優勝者
優先順位③ 県テニス協会推薦者
優先順位③ 県テニス協会推薦者

15．その他
・大会要項は天候等や参加数により変更する場合がありますがご了承下さい。
・テニスルールは｢JTAテニスルールブック2022｣を準用します。（一部ﾛｰｶﾙﾙｰﾙを採用します）
・全てのプレーヤーを公平に扱います。
・各自がスポーツ傷害保険に加入されることを推奨致します。
・競技中の傷害等の応急処置は主催者側でも行いますが、その後の責任は負いません。
・参加条件並びに大会募集要項記載内容に同意できる方のみ参加申し込みください。
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