
平成３０年度 会長杯 職域クラブ対抗テニス大会 募集要項 

 

1. 主催・後援  宇部市テニス協会 / （公財）宇部市体育協会 

 

2. 大会日程   下表参照 

月  日 ｺｰﾄ数 実施リーグ 

７月 １日（日） 20 面 男子１１部（予選・本戦） 

７月２２日（日） 16 面 女子１～３部 

７月２９日（日） 20 面 男子６～１０部 

８月 ５日（日） 20 面 男子１～５部 

        ※リーグ表は別紙参照、ドロー会議後変更の可能性あり 

 

3. 会 場   宇部マテ“フレッセラ”テニスコート 

砂入り人工芝 ２０面使用（屋根付きコート４面含む） 

 

4. 試合方法   男子１～１０部，女子１～３部 

・各リーグ ラウンドロビン方式 

 男子：単３、複２の５ポイント 女子：単１、複２の３ポイント 

８ゲームズプロセットセミアドバンテージ方式 

（タイブレーク７ポイント） 

         男子１１部 

         ・各リーグ予選 ラウンドロビン方式 

              決勝 トーナメント方式 

          複３の３ポイント 

          １タイブレークセット（タイブレーク７ポイント） 

          ※６ゲームマッチと同意 

注）女子参加チームが多数の場合は４部を創設する場合があります。 

 

5. 試合球    ブリヂストンＸＴ－８（各チーム持ち寄り） 

 

6. 参加資格   宇部市テニス協会に登録されている団体でその団体から選手登録を 

         されている選手で構成されたチーム 

    選手登録は必ず事前に済ませておいてください。 

     個人登録名簿送付先 宇部市テニス協会 総務委員会 

   電子メール）          （登録専用アドレス） 

 

7. 登録人数   男子：１０人以下（１～１０部は７人以上、１１部は６人以上） 

         女子：８人以下 ５人以上 

touroku@ucta.jp



 

8. 参加費用   ５，０００円/チーム 

 

9. 振 込 先   山口銀行 宇部支店（普通）６４２４８９４ ※登録費は別口座 

         宇部市テニス協会 中原省五（ナカハラ ショウゴ） 

         振込締切 平成３０年６月８日（金） 

 

10．申込方法  当協会指定の申込用紙に必要事項を記入し、郵送または電子メールで 

申し込んでください。 

郵送の場合）〒７５５－０８０１ 

宇部市上条５丁目７－３０－４  吉田 慈孝 宛 

電子メール） 

※携帯からの場合はメール本文に必要事項を記入してください。 

※本大会は宇部市テニス協会主催大会ですので誤って他協会へ 

申し込まないようご注意ください。 

11．締 切 日  平成３０年６月６日（水）必着 

         ※ドロー会議予定日 平成３０年 ６月２０日（水）19:00～ 

 

1２．備 考  本大会に関する詳細については「会長杯職域クラブ対抗テニス大会 

運営諸規則」を参照してください。 

 

 



【男子】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1部 ジョイスポーツTC（A) トゥネテニスクラブ ミズノTS（Ａ） ビート

2部 宇部グリーンクラブ 宇部興産（A) オレンジハウス(A) Ｔｅａｍ ＰＡＯ

3部 ＪＦＴＣ（A) 宇部ドクターズ ＪＪＢ（A) ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

4部 中央テニスクラブ スクランブル(A) 西部石油（A) サンデークラブ(A)

5部 日産化学（A) ジョイスポーツTC（B) 西岐波テニスクラブ 球人

6部 船木テニスクラブ（A) 宇部興産（B) ＦＹＣ ミズノＴＳ（Ｂ）

7部 ＵＴＣ ＪＦＴＣ（B) スクランブル(B) ジョイスポーツTC（C)

8部 宇部高専 アルデンテTC 宇部エースクラブ セントラル硝子(A)

9部 山口東京理科大（A) 宇部興産（C） 西部石油（B） 船木テニスクラブ（B）

10部 サンデークラブ（B) オレンジハウス（B） 山口東京理科大（B) UBE Tennis Fans

サンデークラブ（D) Winning　Shot 宇部興産（D） エムシー・ファーティコム

日産化学（B) NUSテニスクラブ サンデークラブ（C)

USA11 セントラル硝子（B） JJB（B）

【女子】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1部 ミズノTS（A） 小野田レディース 宇部グリーンクラブ Ｗｉｎｎｉｎｇ Ｓｈｏｔ

2部 宇部興産（A) Ｔｅａｍ　ＰＡＯ ジョイスポーツＴＣ ミズノTS（B)

宇部興産（B) UBE Tennis Fans ＵＳＡ１１

SCⅡ オレンジハウス

※     最終決定は、ドロー会議で決定します。

※     男子11部については、前年度の参加チームを記載しています。

※     女子3部はエントリー状況により4部創設の場合があります。

平成３０年度　会長杯職域・クラブ対抗テニス大会リーグ表（予定）

・８部：宇部高専、９部：船木テニスクラブ(B)は平成２９年度大会Ｎ／Ｓです。

・３部：宇部興産（B)、SCⅡ、オレンジハウスは平成２９年度大会Ｎ／Ｓです。

11部

3部
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会長杯職域クラブ対抗テニス大会運営諸規則 

 

１ メンバーの登録及び変更 

（1）1チームのメンバーは、男子の部 10名まで、女子の部 8名までとし、単複を兼ねるこ

とはできない。 

（2）メンバーの登録は、年度当初に個人登録した選手及び追加登録した選手に限る。なお、

追加登録は、大会参加申込期限までに必ず個人登録及び個人登録費の納入を行うこと。 

（3）メンバーの変更は、下部リーグから上部リーグへの変更のみ可とする。この場合、下

部リーグの選手を抹消すること。 

（4）同一リーグにおける同一チーム間のメンバーの変更は、登録選手に不足が生じた場合

に限り可とし、変更した選手の補充は認めない。 

（5）メンバーの変更および追加は 1 チームまで計 3名を限度とし、当日受付時にレフリー

に申し出ること。なお、申し出がない選手及び（2）の登録及び登録費の納入がない選

手の出場が発覚した場合、当該チームは失格とする。 

（6）宇部地区外に在住する選手のメンバー登録は、年度当初に個人登録した選手とし、追

加登録は、前年度 1年間、協会主催大会に出場した選手に限る。 

（7）一般団体における高校生の登録は、1チーム 2名を限度とし、中学生以下の大会への

参加は認めない。 

 

２ 集合・受付 

（1）各チームの代表者は、8時 30分までに受付、メンバーの変更手続きを行うこと。 

（2）8時 30分から監督者会議を行う。なお、試合前の練習は、8時 15分から 8時 45分ま

でとし、各リーグとも 9時に直ちに第一試合を行うこと。 

（3）雨天の場合においても、各チームの代表者は 8時 30分に集合すること。雨天順延の

場合は、各チームの責任において、選手に周知すること。 

 

３ オーダー交換 

（1）オーダーの順位は、メンバー登録順位に関係なく自由とする。 

（2）オーダー交換をする際には、必ずオーダーに記入した選手がいる事を確認すること。

選手がいない場合はその対戦を全敗とする。 

（3）対戦相手のオーダーに不備があった場合は、試合開始前までに修正すること。試合開

始後に判明した場合は、このオーダーは成立したものとする。 

（4）女子の部においては、一対戦 1 名に限り重複を可とする。（同一者による二対は不可） 

（5）試合開始時間までにメンバー不足の場合は（0）負けとする。 

  



４ 試合進行 

（1）一対戦の試合順序は、男子の部はダブルス 2、1、シングルス 3、2、1の順で行い、女

子の部は、ダブルス 2、1、シングルスの順で行うこととする。ただし、前試合の影響

で順序どおりできない場合は順序を変更し試合を進行する。 

（2）試合順序は、以下のとおりとする。 

    ①Ａ－Ｄ ②Ｂ－Ｃ ③Ａ－Ｃ ④Ｂ－Ｄ ⑤Ａ－Ｂ ⑥Ｃ－Ｄ 

（3）前の試合が欠場等でできない場合は、次の対戦が行うので十分注意すること。 

（4）前試合でコートに空きが出た場合で、次の対戦が可能な場合はオーダー交換を行うこ

と。相手チームが拒否した場合は本部の指示を仰ぐこと（指示後 15分以内で試合が実

施できない場合は、負けとする。）。 

（5）試合は原則として全て正規のゲーム数で行う事とするが、天候、日程の関係で変更す

ることがある。 

（6）最下位リーグのエントリーが 2 以下の場合は上位リーグと統合して行い、最終順位を

確定し、次年度のリーグ編成に備える。 

（7）順位の決定は、別に定める順位決定方法による。 

 

５ 次年度のドロー 

（1）参加できない場合は、下部リーグとする。 

（2）２年連続して参加できない場合は、最下位リーグとする。 

（3）各部優勝チームは１部上位リーグへ、最下位チームは１部下位リーグへの入れ替えを

行い、各リーグに会員消滅、最下位リーグへの転落等があった場合はスライド繰り上げ

とする。 

（4）最終決定は次年度のドロー会議で決定する。 

 

６ その他 

（1）コートの準備・整備は、各クラスで使用する参加チームで責任をもって行うこと。 

（2）使用球はブリジストン XT-8とし、参加チームの持ち寄りとする。 

（3）その他注意事項等については、「宇部市テニス協会大会実施要項」のとおりとする。 


