
第 7 回 都市対抗代表選手選抜大会要項 

第 46回全国都市対抗テニス大会 神奈川予選大会（通称：都市対抗戦）の厚木市代表選手を選ぶ 

最終選考大会として、本大会を開催します。 

本大会の結果を踏まえて、選手選考委員会により厚木市代表選手を決定させて頂きます。 

 

1. 期日  2022年 1月 23 日（日）～ 1月 30日（日） 

 

2. 会場  厚木市営コート（若宮（砂入り人工芝）、荻野（砂入り人工芝）） 

 

3. 種目及び日程   3 ブロック 7種目 

ブロック 種目 

1月 

23日 29日 30日 

日 土 日 

シングルス 

男子一般 ○ 予備 予備 

女子一般 ○ 予備 予備 

一般ダブルス 

男子一般 - ○ 予備 

女子一般 - ○ 予備 

年齢別ダブルス 

男子 45才 ○ 予備 予備 

男子 55才 ○ 予備 予備 

女子 45才 ○ 予備 予備 

   

（1）雨天等により、日程を変更することがあります。 

(2) 各種目は○の付いた日程の中で開催される予定です。 

（3）雨天等により大会が開催出来なかった場合、都市対抗厚木市代表選手は、監督を含む 

選手選考委員会の審議により決定します。 

 

4. 競技方法  

(1) トーナメント方式またはラウンドロビン方式(エントリー数が 4 以下の場合)  

8ゲームスプロセット（8-8 7ポイントタイブレーク、ノーアドバンテージ） 

エントリー数や天候によって、試合方式を変更する場合があります。 

  （2） 審判はセルフジャッジを原則とします。 

各会場にロービングアンパイア(RU)を付けることがあります。 

 

5. エントリー数 各種目 最大 8 (監督推薦枠 1含む) 

(1) シングルス 男子一般、女子一般 

  （2）ダブルス  男子一般、女子一般 

          男子 45歳 

男子 55歳 

女子 45歳 

 ＊エントリー数を超える申込みがあった場合には、一般種目に関しては当該年度の厚木市民テニス

トーナメント大会および厚木市テニス選手権大会の優勝者を優先し、それ以降に関しては AOPラン

キング、戦積を元に足切りを実施します。 



年齢別種目に関しては、都市対抗戦の性質を艦み、厚木市民テニストーナメント大会および厚木

市テニス選手権大会における一般種目における戦積を優先し、AOP ランキング、戦績を元に足切り

を実施します。 

 

6. 参加資格 

(1) 厚木市テニス協会の加盟団体に所属し、かつ同協会に登録済みの方。 

(2) 以下の全国都市対抗テニス大会 神奈川予選大会への資格を有する方。 

 1）居住地：当該市町（厚木市）に来年 3月 31日以前から引き続き居住されている方。 

 2）勤務地：当該市町（厚木市）に来年 3月 31日以前から引き続き勤務されている方。 

3）大学生：当該市町（厚木市）に居住地を示す現住所、又は卒業高等学校の所在地がある方。 

 4）出場順：本人の所属協会より出場依頼がある方は他の協会からは出場出来ません。 

       所属が重複の場合は在住、在勤、在クラブの順とします。 

在クラブの資格者は神奈川県在住者に限ります。 

 5）年齢別：男子・女子 45歳以上は、1977（昭和 52）年 12月 31日以前出生者。 

       男子       55歳以上は、1967（昭和 42）年 12月 31日以前出生者。 

(*注) 神奈川県在住者であれば在クラブ所属者も出場資格を有する。 

(3) 種目別参加資格 

1．一般男女シングルス（一般男女ダブルスを兼ねることもある。） 

① 厚木市テニス大会（トーナメント大会 A,B、選手権大会一般） 優勝者、準優勝者 

② 代表監督の推薦者：*１ 

③ AOPシングルス一般 8位以内 

2．一般男女ダブルス 

① 厚木市テニス大会（トーナメント大会 A,B、選手権大会一般） 優勝者、準優勝者 

② 代表監督の推薦者：*1 

③ AOPダブルス一般 16位以内 

3．年齢別ダブルス 

① 厚木市テニス大会 一般ダブルス 16位以内 

② 代表監督の推薦者：*2 

③ 厚木市テニス大会 年齢別ダブルス優勝者、準優勝者 

 

*1．推薦者の選考対象： 

 ・学生大会 成績優秀者 

 ・厚木市テニス大会 上位者 

 ・JOP大会ランキング上位者（100位以内） 

 ・県大会以上の成績優秀者 

*2．推薦者の選考対象： 

 ・厚木市テニス大会一般種目上位入賞者 

 ・JOP大会ランキング上位者（一般 100 位、年齢別 30 位以内） 

 ・県大会以上の成績優秀者 

 (4) エントリーは、各ブロック 1種目のみとする。 

(ダブルス一般とダブルス年齢別にエントリー可能)  

(5) 原則として、都市対抗の厚木市代表選手に選出された場合に引き受けられる方。 

 

7. 使用球   ダンロップ・フォート 

 

8. 参加料   ダンロップ・フォート 1缶持参（シングルスは 1人 1缶・ダブルスはペア 1缶） 

 

9. 申込み方法 別紙１”申込み要項”を参照し申込みをお願いします。尚、すべての申込み手続き

は、団体名で行ってください。 

 

10. 申込み期限  2021年 12 月 24日(金)必着 

 

 



11. 注意事項 

(1) 本大会は、全てのプレーヤーを公平に扱います。 

(2) 本大会は、「JTAテニスルールブック 2021」の規定を適用します。（第 6部を除く） 

但し、以下に関しては、ローカルルールを適用します。 

・試合前のウォーミングアップはサービス 4本とします。 

  ・服装は、テニスウェアとします。 

  ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からフェイスマスクの着用／非着用は個人の 

判断とします 

・コンプレッションスーツの長さ制限は設けません。 

・ロゴ付きの医療器具（サポーター等）の着用を認めます。 

(但し、当日、レフェリーの判断により変更になる場合があります。) 

(3) 申込み期限までに、申込書が確認できない場合は、エントリーを認めません。 

(4) 申込締め切り後の選手の変更は認めません。また、本人以外の選手(代理の選手)による出場も認

めません。 

(5) ダブルエントリー等の参加資格規定外の申込みは、当該選手の全てのエントリーを取り下げます。 

(6) ドローは、以下の協会ホームページに掲載します。（掲載予定時期：12月下旬） 

協会ホームページ http://www.atsugi-tennis.jp/  (*1) 

(7) 試合当日は、ドローに記載された時刻までにテニスのできる服装で（ダブルスは 2人揃って）受

付を済ませて下さい。遅れた場合は失格になります。  

（8）天候により開催が不明な場合でも、本人が所定の時刻までに試合会場へ来場してください。雨

天であっても試合開始時間を変更して実施する場合もあり、所定の受付時刻に遅れると失格にな

ります。 

(9) 雨天等により、日程および会場が変更となる場合があります。変更の際は、随時、協会ホームペ

ージ(*1)に掲載されます。 

(10) 大会中の怪我については、応急処置は致しますが、責任は一切負いかねます。 

(11) 会場内でのゴミは、全てお持ち帰り下さい。 

(12) 各会場の駐車台数には限りがありますので、乗合または公共交通機関をご利用の上、ご来場

ください。 

(13) 壁打ちコートの使用は禁止とします。大会でコートを占有している為、壁打ちコートは一般の

方に開放しています。ご理解とご協力をお願いいたします。 

(14) 本要項は、天候等やむを得ない事情により、変更されることがあります。 

(15) 他市町村からの都市対抗代表選手として打診されている選手は申込時に申告して下さい。 

(16) 表彰写真は協会ホームページに掲載されます。 

(17) ビデオカメラ・デジタルカメラ・携帯スマートフォン等による写真・ビデオ撮影については、

必ず双方の選手の許可を取ってください。 

(18) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため別紙２「新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い」

を遵守ください。 

(19) 大会に参加する方は当日別紙３「参加者確認表」に自宅で記入し受付に提出ください。 

 

問合せ先 藤井 勇紀 

大会専用 e-mail ： t-ata@atsugi-tennis.jp 

 

幹事団体 厚木市テニス協会 トーナメント部、事務局 

 

トーナメントの構成 

 大会委員長     小林 英一 

 ディレクター  長部 明生 

 

   主催 厚木市テニス協会  

  後援 厚木市体育協会  

 

 

http://www.atsugi-tennis.jp/


別紙１ 

申込み要項 

本大会の申込みは、申込書を当協会が確認した時点で完了します。 

申込み期限までに、申込書が確認できない場合は、エントリーを認めません。 

 

１. 申込み書の送付方法 

各団体へ送付する案内メールの URL からダウンロードしていただいた Excel ファイルに“7**_第

7 回都市対抗代表選手選抜大会申込書”があります。このファイルに、下記“2.申込み書の記入方

法”に従い、必要事項を入力の上、電子メールに添付して下記に指定するメールアドレスへ送信し

てください。尚、申込み書は各団体ごとに専用の Excel ファイルとなっておりますので、他団体の

Excelファイルを流用しないでください。 

 

２．申込み書の記入方法 

(1) 申込み書(Excelファイル)を開く際に、”セキュリティ警告”ウィンドウが開きますので、 

必ず”マクロを有効にする”を選択して、ファイルを開いてください。 

(2) 申込み書(Excel ファイル)には、パスワードをかけています。ファイルを開く際に要求される

パスワードは 2021年 3月に団体代表者様宛てにメールでお送りしています。 

(3) 申込み書には下記に示す 3つのシートがあります。 

(4) ”種目”欄および”団体通称名”欄の入力には、Excel 機能の「リストより選択」を使用して

ください。直接入力は出来ません。 

(5) ”氏名”欄および”ふりがな”欄にはフルネームを入力し、姓と名の間には必ず半角スペース

を入れてください。この形式による参照から、AOP を自動抽出しておりますのでお間違えのな

いようお願いします。 

(6) 抽出された AOPに誤りがないか、協会ホームページ(要項参照)にてご確認ください。 

(7) 年齢別種目へ申込む方は、”生年”欄を西暦で必ず入力してください。 

(8) 備考欄には、参加資格を示す内容を記載してください。 

（例：第 44回厚木市テニス選手権大会男子ダブルス一般優勝） 

 

         以上 

申込み書の送信先メールアドレス :  t-ata@atsugi-tennis.jp 

送信時の件名(Subject)は、“‘通称団体名’都市対抗代表選手選抜大会申込み ”として 

ください。 

例：厚木国際 TC 都市対抗選抜強化大会申込み 

1. シングルス申込書 

2. ダブルス申込書 

3. 自動入力集計表 



別紙２ 

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ことが判明した場合には、出場を取消し、退場いただく場合がありま

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）大会に参加する方は当日「参加者確認票」（別紙３）を自宅で記入し受付に提出ください。 

 

（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。 

 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。 

 受付時は距離をおいて（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）試合前、および試合中は以下の事項を遵守ください。 

 試合前にはベンチ、スコアボードの消毒をお願いします。スコアボードの操作は１名を決めていた

だき行ってください。 

 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。 

 ポイントとポイントの間は対戦選手、ダブルスパートナーと 2m以上の距離を確保してください。 

 チェンジエンドの際は対戦相手、ダブルスパートナーと 2m以上の距離を確保してください。 

 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をふれないでください。 

 タオルはベンチに置いて使用するようにしてください。 

 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でない方法でかまいません。 

 

（４）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、厚木市テニス協会(t-ata@atsugi-tennis.jp)まで速やかに

報告ください。 

 

（５）感染拡大等のために大会が延期または中止となる場合があることをご承知おきください。 

 

以 上  

  



別紙３                  

参加者確認票（個人用） 

 
 以下を自宅で記入・検温し、参加当日に受付まで提出ください。 

 

１．参加日   2022年  月  日 

２．大会名   第 7回 都市対抗代表選手選抜大会 

  会場     南毛利  荻野  若宮  厚木庭球場 (〇で囲ってください)   
３．大会参加後、2 週間程度は体調の経過観察をお願いします。発熱や、体調不良の症状が出た場合   

  は、速やかに厚木市テニス協会までご連絡をお願いいたします。 
場合によっては、所属団体から個人情報(住所，年齢等)を共有していただくこともございます。 

  また、検査機関への受診をお願いすることもあり、その他の参加者の方にも情報を共有させて 

  いただくこともございます。 

 

上記記載の内容について理解の上、ご参加することを  

   同意する    同意しない （☑を入れてください) 

  

    □       □ 

 

所属団体名                 

氏名                    

電話番号                  
 
４．参加当日の体温        ℃ 

５．２週間前から参加当日までの間の以下の症状の有無をチェックください。 

□ 無  □ 有 平熱を超える発熱 

□ 無  □ 有 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

□ 無  □ 有 だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

□ 無  □ 有 嗅覚や味覚の異常 

□ 無  □ 有 体が重く感じる、疲れやすい等 

□ 無  □ 有 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 

□ 無  □ 有 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

□ 無  □ 有 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 

□ 無  □ 有 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。 

 

                          

以上の個人情報は、新型コロナウイルス感の感染拡大防止以外の目的には使用いたしませ

ん。 

本紙は 4週間経過後、個人情報削除の上、廃棄します。 
厚木市テニス協会 

問合せ先 t-ata@atsugi-tennis.jp 

以 上 

mailto:t-ata@atsugi-tennis.jp

