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開 催 要 項
１．主　　　催 公益財団法人日本テニス協会
２．主　　　管 東海テニス協会
３．協　　　力 静岡県テニス協会　浜松市テニス協会
４．後　　　援 浜松市　朝日新聞社
５．協　　　賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング　ラビットトラベル株式会社
６．日　　　時 2022 年 8 月 26 日（金）～ 28 日（日）
７．会　　　場 静岡県／浜松新電力テニスコート（花川運動公園）（砂入り人工芝 20 面） 大会臨時電話：090-1858-6614

　〒433-8116 浜松市中区西丘町 724 TEL：053-437-0605
雄踏総合公園テニスコート（砂入り人工芝 8面）
　〒431-0102 浜松市西区雄踏町字布見 9984-1 TEL：053-596-1894

８．参加チーム 男子：32　　　女子：24
北海道 東　北 北信越 関　東 東　海 関　西 中　国 四　国 九　州 前回優勝・準優勝 開催地域 計

男　子 2 2 2 6 4 5 2 2 4 北海道・九　州 1 32
女　子 2 1 2 5 3 3 2 2 1 九　州・中　国 1 24
注１）不参加チームのある場合には下記補充地域順により補充する。
注２）補充枠順　開催地域は最終順位とする。
男　子：①東　北　②北信越　③四　国　④関　東　⑤九　州　⑥中　国　⑦関　西　⑧北海道　⑨東　海
女　子：①九　州　②北信越　③中　国　④関　西　⑤北海道　⑥東　北　⑦四　国　⑧関　東　⑨東　海

９．参 加 資 格 ①参加選手はプロフェッショナル登録をしていない社員であること。
 ② 第 36 回テニス日本リーグに登録した選手は出場できない。但し、第 36 回テニス日本リーグにおいて、試

合に出場しなかった選手に限り、第 37 回テニス日本リーグに登録しない申告がチームの代表者から実業
団委員会にあった場合は出場することができる。

 ③ 女子チームについては、次の特例を認める。その際、所定の申請書を提出するものとする。チームの拠点
を都道府県単位で定め、その拠点における社会人の選手を 1ポイントに限り補強することができる。補強
選手の条件は下記のいずれかを満たすこととする。

 　・当該実業団の元社員・元職員であること。
 　・チーム拠点（都道府県）の在住または在勤の社会人であること。
10．チーム編成 ①男子：部長・監督・マネージャー各 1名。選手 5名以上 9名以内。
 　女子：部長・監督・マネージャー各 1名。選手 4名以上 9名以内。（補強選手は 3名以内まで）
 ②男女共、部長・監督・マネージャー・選手を兼任出来る。
 ③ チームは、その所属する地域のメンバーで構成し（その地域に登録していること。）、同一の実業団といえ

ども、その所属地域以外のメンバーを補充してはならない。但し、他地域に勤務等の場合で、出場地域で
登録した選手であれば出場を認める（2重登録の防止）。

11．ダブルスの
　　オーダー順位 JTAランキングの順位、登録の順位に関係なくペアをつくることが出来る。

12．メンバーの変更 申込後のメンバー変更は、8月 25 日（木）の監督会議迄、1名の変更を許可する。
13．試 合 形 式  男女共、各ブロック 4チームによるリーグ戦を行い、各ブロック 1位チームによる決勝トーナメント戦、各

ブロック 2位以下のチームによるコンソレーションを行う。
14．試 合 方 法  男女共、1シングルス、2ダブルスの 3試合。男子は、重複出場は不可。女子は、シングルスとダブルスの

重複出場可。リーグ戦及び決勝トーナメントは、8ゲームマッチ（8－ 8タイブレーク）、コンソレーション
は、1セットマッチ（6－ 6 タイブレーク）、いずれもノーアドバンテージ・スコアリング方式を採用する。
但し、天候その他により試合の遅延した場合は変更もある。

15．試 合 順 序 原則として、男女共：D1・S・D2。
16．審　　　判 原則として、セルフジャッジとする。
17．使　用　球 DUNLOP FORT大会ロゴマーク入り
18．表　　　彰 ①団体：男女共、優勝・準優勝・3位を表彰する。
 ②個人：最高殊勲選手・優秀選手・敢闘選手を男女各 1名もしくは 1組を表彰する。
19．オフィシャル 宿泊交通は、旅行代理店：ラビットトラベル株式会社の下記窓口を利用すること。

ラビットトラベル株式会社
〒435-0022 静岡県浜松市南区鶴見町 539－2　TEL：053-421-0202　担当：吉村・鈴木

20．そ　の　他 ⑴試合中の服装： 自チームの企業名またはロゴマークは制限しない。その他については、「JTAテニスルー
ルブック」を適用する。

⑵社旗の持参： 本大会は実業団かつ団体戦形式ですので、試合コートのバックネットに社旗を掲揚して頂
きます。

⑶傷  害  保  険：大会期間中における負傷等については、主催者加入の傷害保険の範囲内で補償する。
⑷ 全チームが協賛会社旅行代理店である、ラビットトラベル株式会社を通じて宿泊しなければならない。但
し、会場直近の地元チームについては、大会本部との連絡に必要となる 3名を除き自由とする。
⑸懇親パーティーは公式行事であるので、開催の場合は全員が参加すること。

③
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