
令和４年度県高校シングルス大会に関する連絡

① 大会当日の雨天等による延期は，緊急の場合を除いて大会会場に集まってから判断いたします。
緊急の場合以外の大会実施に関する電話等の問い合わせには応じておりません。大会会場に集まって下さい。

② 会場開場時間は男女とも７時３０分です。それより前の来場は遠慮下さい。
※　開門前に来場した送迎車両が道路上に並び，近隣の方々の通行に支障をきたすケースが少なからずあります。ご注意ください。

③

④

⑤

⑥

⑦ プライベートテントは，テニスコート内と通路以外の場所で，通行の妨げにならない場所に設営して下さい。

⑧

⑨

⑩
・個人名入り3段ゼッケンを着用すること。
・ゼッケンは四隅を必ずとめること。
・長袖アンダーウェアの着用を認める。ただし単色無地（縫製糸も含む），スポーツメーカーのものに限る。

⑪

マナーを守り，ゴミを持ち帰り下さい。

カメラなどで撮影する場合は，プレーを妨げないようマナーを遵守して下さい。
撮影したものをネット上に公開する場合は，全当事者の同意を得るようにして下さい。

ゼッケン・ユニフォーム着用の主な注意点（詳細は競技会実施規則で確認すること）

高体連提出用の名簿（健康チェックカード）を受け付け時に提出してください。（選手・引率者用と応援・保護者用）

会場での盗難・紛失には十分注意し，貴重品等を各自，各校で管理して下さい。

駐車場については，マナーに留意してご利用下さい。緊急時の対応のため，役員・引率教員の駐車スペース
をテニスコート近くに確保してあります。ご理解下さい。

参加料は一人１，０００円です。大会当日受付時に現金でお支払いください。
シングルス大会では当日の選手変更はできません。怪我等により出場できない場合は，棄権となります。

朝の練習コート開放は，会場で放送により連絡します。

ベンチ入り指導者の朝の打ち合わせ会は行いません。



シングルス進行方法 

（全４８名、３名による予選リーグ後トーナメント戦、８面使用） 

＜予選リーグ＞ 

左上から１６ブロックに分け、左と右同じ位置のブロックを同じコート（１・９ブロックが

１コート、２・１０ブロックが２コート・・・）と８面を使用し、各コート６試合を行います。 

各ブロックの３名は上から１・２・３番とし、審判は次の試合の２名（該当校の代理審判を

認める）とします。勝者がジャッジペーパーを本部まで持って来て下さい。選手は充分休憩

（ただし１０分以内）してから次の試合に入って下さい。 

例：１コート 第１試合 １ブロック１－２（審判 次の試合９ブロック１－２） 

         第２試合 ９ブロック１－２（審判 次の試合１ブロック２－３） 

         第３試合 １ブロック２－３（審判 次の試合９ブロック２－３） 

         第４試合 ９ブロック２－３（審判 次の試合１ブロック１－３） 

         第５試合 １ブロック１－３（審判 次の試合９ブロック１－３） 

         第６試合 ９ブロック１－３（審判 第１試合１ブロック１－２） 

＜参考＞選手の動きは以下のようになります。 

          左ブロック１番 試合→休み→休み→審判→試合→審判 

          右ブロック１番 審判→試合→休み→休み→審判→試合 

          左ブロック２番 試合→審判→試合→休み→休み→審判 

          右ブロック２番 審判→試合→審判→試合→休み→休み 

          左ブロック３番 休み→審判→試合→審判→試合→休み 

          右ブロック３番 休み→休み→審判→試合→審判→試合 

  ８面全ての予選リーグが終わるまで、各ブロック１位の選手は待機とします。各ブロック

２・３位の選手は終了です。（空きコートで練習しても構いません。）最終試合終了後、１０

分程度休憩を取り、決勝トーナメントを行います。 

＜決勝トーナメント＞ 

最初は４面を使用し、その後コートを順に減らしていきます。審判は、予選と違い、左右交

代して行います。準決勝と決勝は相互審判（もしくは本部から指示）とします。その他に関し

ては予選リーグと同様です。 

決勝トーナメント１回戦は、１対２ブロックと９対１０ブロックが１コート、３対４ブロッ

クと１１対１２ブロックが２コート・・・と４面で行います。 

例：１コート 第７試合 １対２ブロック（審判 次の試合９対１０ブロック） 

         第８試合 ９対１０ブロック（審判 前の試合１対２ブロック） 

決勝トーナメント２回戦は、１～４ブロックと９～１２ブロックが１コート、５～８ブロッ

クと１３～１６ブロックが２コートの２面を使用して行います。     

  例：１コート 第９試合 １～４ブロック（審判 次の試合９～１２ブロック） 

         第１０試合 ９～１２ブロック（審判 前の試合１～４ブロック） 

準決勝は、１～８ブロックを１コート、９～１６ブロックを２コートの２面で実施するため、

審判を対戦校の相互審判に変更（もしくは本部から指示）して行います。 

  例：１コート 第１１試合 １～８ブロック（審判 対戦校の相互審判） 

  決勝は１面で行います。 

  例：１コート 第１２試合 １～１６ブロック（審判 対戦校の相互審判） 

以上、進行や審判をよく確認して、選手は怪我のないよう頑張って下さい。 
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