
　　　　　2021年度 小田原テニス団体戦　大会要項

　●団体戦について

１．主催 小田原テニス協会

２．後援 小田原市体育協会、南足柄市、大井町教育委員会

３．種目 男子団体戦、女子団体戦

４．日程 男子：2021年5月29日(土),30日(日)、6月5日(土),6日(日)　予備日：6月13日(日)、9月12日(日)

女子：2021年6月6日(日),13日(日)、予備日：9月12日(日)

※試合日程は原則として下記ブロック編成の上位から順に上記日程に割り当てます

※参加チームが日程を選択することはできません。テニス協会で指定します

５．会場 小田原テニスガ－デン、大井町山田総合グラウンド、南足柄市運動公園

６．試合球 ダンロップフォート・イエロー（１試合２球）（各チームが１対戦用のボールを持参すること）

（1対戦用のボール数：男子10球、女子6球）

７．試合方法

■ 男子 １ブロック４チーム編成とし、４チームのトーナメント方式（３位決定戦も実施します）

原則として、１ブロック２面で実施します。

２ダブルス、３シングルス（計５ポイント）、単と複の重複出場不可。

試合形式は、1セットマッチ（6-6でタイブレーク）、ノーアドバンテージ形式とします。

原則として、D2、D1、S3、S2、S1の順で進めるが、両チームが合意した場合、順番の変更を認
めます。

■ 女子 １ブロック３チーム編成とし、３チームのリーグ戦方式

原則として１ブロック１面で実施します。

２ダブルス、１シングルス（計３ポイント）、単と複の重複出場不可

試合形式は、1セットマッチ（6-6でタイブレーク）、ノーアドバンテージ形式とします。

原則として、D2、D1、S１の順で進めるが、両チームが合意した場合、順番の変更を認めます。

８．参加資格 小田原テニス協会加盟団体で、2020年度リーグ戦登録チームとします。

（2020年度リーグ戦編成表にのっているチーム）

ただし、2021年度新規参加団体は順位最下位扱いとして参加可能とします。

９．メンバー編成 ２５名以下とします。

登録メンバーは、小田原テニス協会加盟団体のメンバーであること。

申し込み後の、メンバーの抹消・変更・追加はできません。

複数チーム間のメンバー重複はできません。

10．ブロック編成 本大会に参加申し込みしたチームを、2020年度リーグ戦の編成の順位に基づき、

男子：４チームずつ、女子：３チームずつ　にブロックを編成します。

（新規加盟団体の順位は最後とみなす）

（申込数が男子４の倍数、女子３の倍数にならない場合、

　上記とは異なるチーム数編成となる場合があります）

11．参加費用 男子：３０００円／チーム、女子：２０００円／チーム

参加費は、別途、団体加盟費支払いと同時にお支払いいただきます。(後日案内します）

12．申し込み

■ 申込方法 申込は小田原テニス協会加盟団体単位で以下資料をまとめて送付すること

・「小田原テニス団体戦参加申込書（A）」に参加チーム名を記載

・「小田原テニス団体戦メンバー表（B）」にチームごとのメンバーを記載

■ 〆切 5月6日必着（郵送の場合は、〆切直前が連休中のため、早めに発送すること）

■ 申込先 下記メールまたは郵送どちらかでお申し込みください

・メール：leag@odawara-ta.org

・郵送：〒255-0005　中郡大磯町西小磯６９６　浅野　薫　宛

13．問合せ先 メール：leag@odawara-ta.org

先に総会資料にて連絡した通り、2021年度の小田原テニス協会主催のリーグ戦は、2020年度に続いて新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
一方で、リーグ戦の開催を希望する方も多かったため、その代替大会として試合日程および試合数を限定し、新
型コロナウイルス感染予防対策をしっかりとったうえで「小田原テニス団体戦」を実施することにしました。
以下をご確認の上、参加を希望されるチームは参加申込みをしてください。

2021年3月20日



申込み日

団体名

1 新規

2 新規

3 新規

4 新規

5 新規

6 新規

1 新規

2 新規

3 新規

4 新規

5 新規

6 新規

備考

　　・提出 団体戦参加申込書（A）、団体戦メンバー表（B）を、まとめて

５月６日(木)までに下記にお送りください

・送り先 Email：　leag@odawara-ta.org

または、〒255-0005　中郡大磯町西小磯６９６　浅野　薫　宛

　　・小田原テニス団体戦参加費は、

　　　別途ご案内する小田原テニス協会団体加盟費と同時にお支払いください。

    ・協会ホームページ：「http://www.odawara-ta.org/ 」

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

２０２１年度　小田原テニス団体戦参加申込書（A）

　　　　　　年　　　月　　　日

男子

チーム名（１チームのみの場合は団体名。複数チーム
参加の場合は、団体名＋識別アルファベット）
（識別アルファベット：AとかBとか）
（団体名と異なるチーム名は受付けません）

2020年所属ブロック　を記入、または
2021年新規参加チームは新規に○

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

女子

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック

　　　部　　　ブロック



　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　部 　　　　　　ブロック

備考

　　・提出 団体戦参加申込書（A）、団体戦メンバー表（B）を、まとめて

５月６日(木)までに下記にお送りください

　　・送り先 Email：　leag@odawara-ta.org

または、〒255-0005　中郡大磯町西小磯６９６　浅野　薫　宛

　　・小田原テニス団体戦参加費は、

　　　別途ご案内する小田原テニス協会団体加盟費と同時にお支払いください。

13 　

11 24

12 25

9 22

10 23

7 20

8 21

5 18

6 19

3 16

4 17

1 14

2 15

住所 〒

TEL

Email

連絡先氏名
※メンバーが連絡先となる場合は、以下のメンバー
表にも必ず記入してください。

２０２１年度　小田原テニス団体戦メンバー表（B)

2020年度に予定していたブロック⇒ 男子・女子

チーム名



小田原テニス団体戦　規定
2021年3月21日制定

１．選手登録
1)．団体戦には登録された選手以外出場してはならない。

2)．選手登録は申込時に行う。抹消・変更・追加は認めない。

　　但し同一人物が複数チームに登録となってしまった場合は、該当しないチームから速やかに削除の報告を行うこと。

3). 登録されていない選手が、登録されている選手の名前を使って出場した場合、全試合を没収試合とし、

　　該当チームはスコアを男子０－５、女子０－３とする。（対戦チームは男子５－０、女子３－０とする。）

4). 登録選手が他のチームとの二重登録が判明し、試合に参加した場合、その試合は没収試合とし、

　　該当選手が所属するチームのスコアを男子０－５、女子０－３とする。（対戦チームは男子５－０、女子３－０とする）

２．試合実施の判断
1)．雨等の荒天の場合、団体戦の実施可否は小田原テニス協会の運営担当者（試合会場にいます）が決定する。

2)．団体戦当日に小田原テニス協会の担当者が試合を中止とした場合、日程は小田原テニス協会で決定する。

3). 試合が中止・変更になった場合、日程変更により参加できないチームがある場合は、編成を変更する場合があります。

３．試合方法
1)．男子はダブルス２、シングルス３の５ポイント、女子はダブルス２、シングルス１の３ポイント。同一試合への出場は１人1回。
2)．オーダーは、実力順に組むこと。相手チームは明白に違反していると思われる場合は、大会本部に報告すること。
　※本大会は親睦及び技能向上を目的に開催しています。

　   いわゆる”作戦オーダー”は、本趣旨とはかけ離れているため、実力順にオーダーを組むことを促しています。

　   実力順になっていないという報告が運営担当になされた場合、調査の上、該当試合を没収する場合があります。

3)．ポイント数が当日そろわないチームは負けとする。その結果は男子０－５、女子０－３となる。
4)．試合開始前に対戦チームでオーダー表を交換する。雨天等で途中延期となった場合でもすでに交換したオーダーで行う。

　　オーダー交換時に出場選手が全員そろっていること。遅刻は認めません。
5)．試合は、１セットマッチ（6-6でタイブレーク）、ノーアドバンテージ方式とする。
6)．試合順序は原則としてダブルスからスタートしシングルスへ、各種目内の順序は【結果報告書】の上からの順とする。
7)．使用ボールは、ダンロップフォート（イエロー）、1試合２球とする。
8)．試合開始は、９時からとする。
9)．試合前の練習は、サービス８本とする。
10).初戦は全試合を行いますが、決勝戦・3位決定戦は勝敗決定時点で打ち切る場合があります。

５．結果報告／延期報告
1)．各チーム対戦後速やかに(試合直後）に勝ちチームは、大会本部に報告を行うこと。

　　※結果報告書に、対戦相手，対戦日，選手名，試合結果、両代表者サインを記入して、提出すること。

　　相手チームが棄権の場合は、男子５－０、女子３－０とし、棄権であることを明記して、提出すること。

６．ブロックの構成
1)．ブロックの編成は、2019年度の小田原リーグ戦の結果を基に編成する。
2)．原則として、男子ブロックは４チームで構成、女子ブロックは３チームでの構成とする。
　　ただし、ブロックが原則としたチーム数で構成できない場合、チーム構成／試合方式を変更して開催する。

７．団体戦順位
「男子」 1).ブロック内順位　ＪＴＡテニスルールブック　トーナメント方式における順位付けに準じる。

「女子」 1).ブロック内順位　ＪＴＡテニスルールブック　ラウンドロビン方式における順位付けに準じる。
　①完了試合数の多いチームを上位とする（一部でも試合が行われれば完了試合とみなす）
　②勝率の高いチームを上位とする
　　　・２チームが同率になった場合は、直接対決の勝ちチーム
　　　・３チームが同率になった場合は、以下の要素で順位をつける
　　　　a)　合計の勝利試合数の多いチームが上位
　　　　b)　a)が同じ場合、全試合でのゲーム取得率

８．その他運営事項
1).本大会は、例年の小田原リーグ戦と別の大会であるため、来年度のリーグ戦の編成には影響しません

2).試合前8時45分から試合進行方法を協会担当者から説明しますので、代表者は必ず参加してください。
3).新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2)の際に参加確認表を提出してください。

4).本大会は「ＪＴＡルールブック２０２０」を採用します。

　・セルフジャッジは自分コート側のアウト/インのジャッジは自身で速やかに判断しなければならない。
　　きわどく判定ができないときはグッド（相手側有利）と判定する。

　・フットフォルトやラインジャッジについて、試合進行上問題があれば、両チームで協議の上、線審をつける

　　ことができる。その場合、両方のライン（エンドラインなど）に必要に応じて、それぞれのチームから同数の

　　線審をつけること。但し、あくまでもセルフジャッジであり、線審はフットフォールトや選手のコールが明らかに

　　間違っていた場合にのみ、オーバールールを行うことができる。

　・けいれんによるメディカルタイムアウト（ＭＴＯ）を取得することはできません。

　　但し、ゲームの途中でけいれんによってプレーができなくなった場合は、次のエンド交代時まで

　　ポイントまたはゲームを失い、それぞれの時間内（９０秒）でのみ治療をすることは可能。

　・コーチングはベンチコーチのみ行うことができる。ベンチコーチは試合毎に１名とし、途中での交代を認める。
　・ベンチコーチは、チームメンバーである必要はない



小田原テニス団体戦　規定　補足
2021年3月21日制定

規定１．選手登録
1).登録されていない選手が、登録されている選手の名前を使って出場した場合、全試合を没収試合とし、

   該当チームはスコアを男子０－５、女子０－３とする。（対戦チームは男子５－０、女子３－０とする。）

2).登録選手が他のチームとの二重登録が判明し、試合に参加した場合、その試合は没収試合とし、

   該当選手が所属するチームのスコアを男子０－５、女子０－３とする。（対戦チームは男子５－０、女子３－０とする）

規定２．試合日程の再調整
1)．団体戦当日に小田原テニス協会の担当者が試合を中止とした場合、日程は小田原テニス協会で決定する。

規定３．試合方法
1).リーグ戦は協会加盟団体の親睦及び技能向上を目的に開催しています。

   いわゆる”作戦オーダー”は、本趣旨とはかけ離れているため、実力順にオーダーを組むことを促しています。

   実力順になっていないという報告が運営担当になされた場合、調査の上、該当試合を没収する場合があります。

規定４．使用するコート
　団体戦のコートは、協会確保コートを使用するためコートの使用可否は協会担当者が判断します。

　大会が中止となった場合は、来年度の総会等で参加費用を返金します。

規定７．リーグ戦順位＆入れ替え
1).本大会は、例年の小田原リーグ戦と別の大会であるため、来年度のリーグ戦の編成には影響しません

規定８．その他運営事項
1).試合前8時45分から試合進行方法を協会担当者から説明しますので、代表者は必ず参加してください。
2).新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1)の際に参加確認表を提出してください。

◇その他補足説明◇

・本大会は「ＪＴＡルールブック２０２０」を採用します。

・セルフジャッジ について
　・セルフジャッジは自分コート側のアウト/インのジャッジは自身で速やかに判断しなければならない。
　　きわどく判定ができないときはグッド（相手側有利）と判定する。
　・サーバーはゲームの開始時はゲームカウント、ポイントの開始時はカウントを相手に聞こえるように
　　大きな声でコールする。

　　レシーバーは同意を示すためにサーバーのコールに対し合図を送り相互確認を確実にすること。

・フットフォルトやラインジャッジについて

　・ボールマーク調査（ＢＭＩ）は、行えません。

　・フットフォルトやラインジャッジについて、試合進行上問題があれば、両チームで協議の上、線審をつける

　　ことができる。その場合、両方のライン（エンドラインなど）に必要に応じて、それぞれのチームから同数の

　　線審をつけること。但し、あくまでもセルフジャッジであり、線審はフットフォールトや選手のコールが明らかに

　　間違っていた場合にのみ、オーバールールを行うことができる。

・けいれんの処置について

　・けいれんによるメディカルタイムアウト（ＭＴＯ）を取得することはできません。

　　但し、ゲームの途中でけいれんによってプレーができなくなった場合は、次のエンド交代時まで

　　ポイントまたはゲームを失い、それぞれの時間内（９０秒）でのみ治療をすることは可能。

・コーチングについて
　・コーチングはベンチコーチのみ行うことができる。ベンチコーチは試合毎に１名とし、途中での交代を認める。
　・ベンチコーチは、チームメンバーである必要はない



新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い 
 

（１）２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。  

会場で以下に該当する事が判明した場合には、試合に出場せず、会場から速やかに退出してください。 

（自チームと相手チームの選手双方に支障が出る可能性があります。御協力をお願いします。） 

・平熱を超える発熱がある方 

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある方 

・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある方 

・嗅覚や味覚の異常を感じる方 

・体が重く感じる、疲れやすい等の症状のある方 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方 

・同居家族や身近な知人に 感染が疑われる方がいる（PCR 検査をうけることになっている、受けた） 

・過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への渡

航、または当該在住者との濃厚接触がある方 

・その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方 

 

（２）大会に参加するチームの代表者は、当日出場する自チームの選手に朝、自宅で検温を行うよう指示して

おき、当日「参加者確認票」を持参して自チームの選手に体調や検温結果等を聞き取り、試合の実施に感

染防止上の問題がないか、チェックするようにしてください。チェック後、大会本部に確認票を提出してくださ

い。 

  

（３）大会会場では以下の事項を遵守ください。 

・会場で定められた感染防止対策規則に従ってください 

・LINE を利用されている方は「LINE コロナお知らせシステム」ポスターの QR コードを読み込み、システ

ムに登録ください（ポスターが掲示されている会場の場合） 

・既に厚生労働省「COCOA システム」をインストール済の方は Bluetooth をオンにしてください 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください 

・オーダー交換の時は距離をおいて（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ））並んでください 

・観覧席では距離をおいて座り、大きな声での会話、不必要な会話は慎んでください 

・試合中を除きマスクを必ず着用してください 

・ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰りください 

・試合が終了したら直ちに会場から退出してください 

 

（４）試合中は以下の事項を遵守ください。 

・試合中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、息苦しさを感

じたらすぐに外してください 

・試合中は、対戦相手、ダブルスパートナーと、できるだけ２ｍ以上の距離を確保してください 

・チェンジエンドやベンチでの休憩の際は２ｍ以上の距離の確保を心掛けてください 

・ラケット、ボール、自分のタオルなどプレイに必要なもの以外には手でふれないでください 

・つばや痰をはくことはひかえてください 

・試合の始めと終わりの挨拶は握手をせず、会釈のみとしてください 

 

（５）開催日後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、あるいは発症した方の濃厚接触者で

あることが判明した場合には、団体戦担当者（leag@odawara-ta.org）までただちに連絡してください。 

 

（６）第２次第３次感染拡大等のために大会直前や大会開始後でも大会中止となる場合があることをご承知お

きください。 

 



 

参加者確認表 
 

 

次の内容を試合開始前に自チームの選手全てに確認し、記入後に大会本部に提出してください。 

 

１ 試合実施日   ２０２１年     月    日 

 

２ 大会名    小田原テニス団体戦      男子 ・ 女子         ブロック  

 

会場                                                      

 

３ チーム名                                  出場選手数       名  

 

責任者氏名                         電話番号       －       －        

 

４ 参加選手の当日の体温 

  □全員平熱程度   □平熱を超える者あり →対象者の出場は見合わせること 

 

５ 二週間前から参加当日までの間に、以下に該当する選手がいるかどうかチェックしてください。 

  ひとつでも「有」がある方は、試合への参加を見合わせ、会場から速やかに退出してください。 

 

 □有 □無  平熱を超える発熱 

 □有 □無  咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

 □有 □無  だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

 □有 □無  嗅覚や味覚の異常 

 □有 □無  体が重く感じる、疲れやすい等 

 □有 □無  新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある 

 □有 □無  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

 □有 □無  過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている 

国・地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある。 

 □有 □無  その他気になる症状がある場合は、具体的にお書きください。 

 

                                                                     

 

 

 

 

 
  ※いただいた確認票の情報は、新型コロナウイルスの拡大防止以外の目的には使用いたしません。 

  ※試合終了後２週間経過したら、確認票は廃棄します。 

 

 


