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　 　第13回小田原実業団対抗テニス大会（神奈川県Ｂ大会予選）

注意事項

１． ベスト４までは、各社コートにて、準決勝の日程までに実施してください。終了しない場合は、両者棄権とします。
原則としてドロー表の上がホームチーム、下がアウエイチームとし、コートはホームチームが確保してください。
ホームチームは、アウエイチームに候補日（原則として土日祝）を提示し、協議の上、日程を決定してください。

２． 準決勝以上は小田原テニスガーデンで行います。天候その他試合有無不明でも定刻までにお集まりください。
なお、９：００～９：３０はチームごとのウォームアップが可能です。
また、８：５０より代表者会議を行います。チーム代表者は、ボールを持って本部にお集まりください。

３． 試合開始予定時刻に選手がそろわない場合は、チームとして棄権とします。

４． 試合球はブリヂストンXT8(イエロー)を使用します。
準決勝参加チームは、男子はボール５缶、女子はボール３缶をご用意ください。（これだけでOKです）
各社コートでの対戦の場合は、敗者チームがボールをご負担ください。
（つまり、各チームはトーナメントを通じて、１試合分のボールを用意すればOKということです。）

５． 試合は、男子は、D2,D1,S1,S2,S3、女子は、D1,S1,S2の順に行います。
ただし、シングルスはダブルスとの重複出場選手の状況により、協議の上、変更が可能です。
また、試合が連続する場合は、２０分以内の休憩を取ることが可能です。

６． 試合前のウォームアップは、５分間以内とします。

７． ８ゲームプロセット（８ｹﾞｰﾑｵｰﾙでﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします。
各ゲームはスタンダード方式を採用します。（ノーアド方式ではありません）
第３ゲーム後から、エンドの交代時に９０秒以内の休憩があります。
第１ゲーム後、およびタイブレーク中のエンド交代時は休憩はありません。

８． 全試合セルフジャッジにて行います。但し両チームが認めれば審判をつけてもかまいません。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なお、ロービングアンパイアが巡回し、選手の不正確な判定をオーバールール、および
フットフォールトのコールなどを実施します。（コートサイドに入りますので承知おきください。）

９． ベンチコーチには、１名（メンバー以外も可）入ることができ、エンド交代時にコーチングできます。
ただし、第１ゲーム後、およびタイブレーク中のエンド交代時にはコーチングすることはできません。
ベンチコーチは、テニスシューズの着用およびコートにふさわしい服装が必要です。

１０． ウエアはテニスウエアを着用のこと。Ｔシャツでの試合は認めません。
（ウエアのロゴについての制限は行いません）

１１． 選手はレフェリーの指示に従ってください。
各コートで実施する試合は、ホームチームがレフェリーを代行します。

１２． 上記以外の競技ルールは日本テニス協会テニスルールブック(２０１４年度）に準拠します。

１３． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
また、テニスガーデン他、テニスコートでは指定外は禁煙ですので注意してください。

１４． 各会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。
テニスガーデン横駐車場が満杯の場合は道路を隔てた駐車場を使用してください。
道路、テニスガーデン前の橋の横のスペースには絶対に駐車しないこと。

１５． 本大会上位チームは平成２７年度神奈川県実業団大会（Ｂ大会）［春・秋］に推薦いたします。
ただし、直前県Ｂ大会ベスト８以上チームは、小田原予選よりも優先されます。

１７． お問合せは以下にお願いします。
浅野薫 Email：k.asano@nippon-soda.co.jp
高尾俊之 （携帯）：080-1021-8599 Email:toshiyuki_takao@fujifilm.co.jp



月/日

男子 １R 男子 準決勝、決勝 男子 準決勝、決勝予備日

種目 女子 １R 女子 準決勝、決勝 女子 準決勝、決勝予備日

[各社コート]

男子 １Ｒ １～８ 男子
9:30 SF １～８ 予備日

以下F、３位決定戦
　　　　

女子 １Ｒ ３～４ 女子
9:30 SF １～８

以下F、３位決定戦

(ﾚﾌｪﾘｰ：浅野)

２／６（土） ２／７（日）～１／３１

[テニスガーデン：８面] [テニスガーデン：４面]

日 程 表



男子

小田原実業団大会（神奈川県B大会予選） 1R ＳF F
# 神奈川県Ｂ大会の結果(2015)

春 富士フイルムB ＱＦ

秋 富士フイルムB QF
9 クボタシーアイ １Ｒ

2

1
参加チーム(シード以外）

# NECﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
日本曹達

# 花王 小田原
富士フイルムＣ

# 南足柄市役所
富士ゼロックス竹松

＊コート選択権順位ははﾄﾞﾛｰ番号の若い方が有する
3位決定戦

シード
１．富士フイルムB
２．クボタシーアイ

女子

1R ＳF F
神奈川県Ｂ大会の結果(2015)
春 富士フイルムＡ QF

日本曹達 QF
富士フイルムＢ １Ｒ
花王小田原 １Ｒ

秋 富士フイルムＡ QF
日本曹達 ２Ｒ
富士フイルムＢ １Ｒ

参加チーム(シード以外）
富士フイルムＢ
花王 小田原
富士ゼロックス竹松

＊コート選択権順位ははﾄﾞﾛｰ番号の若い方が有する

3位決定戦

シード
１．富士フイルムA
２．日本曹達

花王 小田原

7 日本曹達

8 bye

5 富士フイルムＢ

6 bye

4 富士ゼロックス竹松

1 富士フイルムA

2 bye

3

1 富士フイルムＢ

2
NEC

ディスプレイソリュー

3 富士ゼロックス竹松

4 花王 小田原

5 南足柄市役所

6 日本曹達

7 クボタシーアイ

8 富士フイルムＣ



小田原実業団テニス大会歴代入賞チーム
小田原テニス協会

男子 女子

参加数 優勝 準優勝 ３位 県大会（春）出場 県大会(秋）出場 参加数 優勝 準優勝 ３位 県大会（春）出場 県大会(秋）出場

第１回 平成１６年 4 富士フイルムＢ クボタ 印刷局研究所 富士フイルムB 富士フイルム 4 富士フイルム 日本曹達Ａ カネボウ
日本曹達(**)
富士フイルム

カネボウ

日本曹達(*)
富士フイルム

第２回 平成１７年 3 富士フイルムＢ ユアサ クボタ 富士フイルムB
富士フイルム

ユアサ
4 カネボウ化粧品 日本曹達Ａ 富士フイルム

日本曹達(*)
富士フイルム

日本曹達
カネボウ化粧品

第３回 平成１８年 5 富士フイルムＢ ジーエスユアサ 印刷局
富士フイルムＢ(*)
ジーエスユアサ

富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 富士フイルム 日本曹達Ａ カネボウ化粧品 カネボウ化粧品

第４回 平成１９年 2 富士フイルムＢ ジーエスユアサ 富士フイルムＢ 富士フイルムＢ 3 カネボウ化粧品 日本曹達 富士ゼロックス カネボウ化粧品 カネボウ化粧品

第５回 平成２０年 4 富士フイルムＢ カネボウ化粧品 ジーエスユアサ 富士フイルムＢ 富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 日本曹達 富士フイルム
カネボウ化粧品(*)

日本曹達
日本曹達(*)

カネボウ化粧品

第６回 平成２１年 7 富士フイルムＢ 富士ゼロックス 南足柄市役所
富士フイルムＢ(*)

富士ゼロックス
富士フイルムＢ 4 カネボウ化粧品 日本曹達 富士フイルム

カネボウ化粧品
(**)

日本曹達(*)
富士ﾌｲﾙﾑ

日本曹達(*)
カネボウ化粧品

第７回 平成２２年 6 カネボウ化粧品 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 富士フイルムB カネボウ化粧品 カネボウ化粧品 4 富士フイルム 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 カネボウ化粧品
カネボウ化粧品(*)

富士フイルム
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

カネボウ化粧品
(***)

富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松(*)
富士フイルム

日本曹達

第８回 平成２３年 6 カネボウ化粧品 富士フイルムB クボタシーアイ
カネボウ化粧品(*)

富士フイルムＢ

カネボウ化粧品(*)
富士フイルムＢ(**)

クボタシーアイ
4 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松 富士フイルム カネボウ化粧品

富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松
(*)

富士フイルム
カネボウ化粧品

富士フイルム(*)
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松
カネボウ化粧品

第９回 平成２４年 6 富士フイルムB クボタシーアイ カネボウ化粧品 富士フイルムB 富士フイルムＢ 4 富士フイルム 日本曹達 カネボウ化粧品
カネボウ化粧品(*)

日本曹達
富士ﾌｲﾙﾑ

カネボウ化粧品(**)
富士フイルム

日本曹達

第１０回 平成２５年 7 富士フイルムB
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

日立小田原 3
カネボウ化粧品

富士ﾌｲﾙﾑ

富士フイルム(*)
富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

日本曹達

第１1 回 平成２６年 7 日立小田原 富士フイルムB クボタシーアイ 富士フイルムB 富士フイルムB 2 日本曹達 富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松
日本曹達

富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

富士フイルム(***)
日本曹達

富士ｾﾞﾛｯｸｽ竹松

第１２回 平成２７年 5 富士フイルムB クボタシーアイ 花王 小田原 富士フイルムB
富士フイルムB
クボタシーアイ

4 富士フイルムＡ 富士フイルムＢ 花王 小田原

日本曹達(**)
富士フイルムA(*)
富士フイルムB
花王　小田原

日本曹達(*)
富士フイルムA(*)
富士フイルムB

第１3回 平成２８年 8 富士フイルムB(*) 5 富士フイルムA(*)

注：(*)前回県大会のBest8以上
注：(**)前回県大会のBest4以上
注：(***)前回県大会のA大会



第１３回小田原実業団テニス大会
　　オーダー用紙　兼　試合結果報告書

月日 会場

種目
チーム名

スコア
チーム名

S1 －

S2 －

S3 －

D1 －

D2 －

代表者
サイン

ポイント

－

・試合順序
　男子：Ｄ２，Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
　女子：Ｄ１，Ｓ１，Ｓ２
　（ポイント決定後は打ち切りとする場合があります）

・試合方法
　８ゲームプロセット　スタンダードゲーム

・試合終了後、勝者は速やかに結果を下記に送付してください
　浅野　薫
　k.asano@nippon-soda.co.jp


