
関東テニス協会 実業団委員会

1 主　　催 関東テニス協会
2 主　　管 茨城県テニス協会
3 後　　援 北茨城市　　北茨城市教育委員会
4 協　　賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

東武トップツアーズ株式会社　水戸支店
5 運営協力 株式会社ＴＳ-Ｏffice
6 期　　日 ２０２２年９月２日（金）・３日（土）・４日（日）
7 会　　場 磯原地区公園テニスコート 砂入り人工芝コート （１６面）　

〒319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原1206-1　　
TEL：0293-44-3090

8 種　　目 男子１６チーム・女子１２チームによる実業団対抗戦
9 チ－ム編成 ①男女共、部長・監督・マネージャー各１名、選手４名以上９名以内。

　（各チームの連絡担当者は、登録メンバーに限る）
②男女共、選手が部長・監督・マネージャーを兼務できる。
③選手は、２０２２年７月１日現在及びそれ以降大会期間中を通じて、以下ABCのいずれかに限る。
　Ａ．当該実業団またはその連結決算対象の子会社と直接雇用契約のある従業員。
　Ｂ．当該実業団が連結決算対象とされている親会社と直接雇用契約のある従業員。
　Ｃ．ＪＴＡ登録のプロフェッショナル選手及びＪＴＡ登録のない外国籍選手で、当該実業団または
　　　その連結決算対象の子会社と所属契約を締結している選手。
　なお、ＪＴＡ登録のない外国籍選手の出場は、１対抗につき１ポイント以内とする。
④女子のチームについては、次の特例を認めるものとする。
  Ａ．補強選手（第２０回大会から採用）
    　チームの拠点を都県単位で定め、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。補強選手の条件は次の(1)又は(2)を満たしていること。
  　(1) チーム拠点（都県）に在住又は在勤の社会人であること。
  　(2) チーム拠点（都県）の中学校又は高等学校を卒業し、かつ関東地域内に在住又は
  　   在勤している社会人であること。
  Ｂ．元社員・元職員の参加を1ポイントに限り認める。（第３４回大会から採用）
    　上記 ＡとＢ併せて、２ポイント可能とする。
※特例選手の登録は、Ａ補強選手申請書、Ｂ元社員・元職員申請書を 7月１日(金)までに提出する。
⑤チームは、同一実業団であれば、関東地域内に登録された選手でベストメンバーを組むことができる。
⑥申込後のメンバー変更・追加は、大会初日９月２日（金）の監督者会議において、１名の変更
　又は登録人数枠内で１名の追加を認める。変更又は追加する選手が補強選手、元社員・元職員
　の場合、申請書を８月２９日（月）正午までに、メール又はFaxで提出する。

10 試　　合 【ブロックリーグ戦】 ： ９月２日（金）、３日（土）
　各ブロックのラウンドロビンにより順位を決定する。
【決勝トーナメント】 ：ＱＦ：９月３日（土）、ＳＦ，Ｆ ：９月４日（日）
　各ブロック上位２チームによるトーナメント(プレーオフ形式）を行い、順位を決定する。
※オーダー交換時には出場選手全員が整列すること。
※決勝トーナメントの組合せ抽選を、ブロックリーグ戦終了後に行う。
※日程は、天候及び試合進行により変更することがある。

11 試合方法 ①２シングルス＋１ダブルスの３ポイントの対抗戦
　但し、同一選手はシングルス、ダブルスに重複して出場できない。
②ブロックリーグ戦は、男子１６チームを４ブロック、女子１２チームを３ブロックに
  分け、各ブロックの総当たり戦とする。
③リーグ戦、トーナメントともにＳ２→Ｓ１→Ｄの順番とする。
④決勝トーナメントは２ポイント先取で、打切りとする。
⑤ブロックリーグ戦は、単複ベストオブ３タイブレークセット、ファイナルセットは
　１０ポイントマッチタイブレーク方式とする。(第34回から変更）
　リーグ戦順位決定時、マッチタイブレークの勝者はセット１－０、ゲーム１－０と数える。
⑥決勝トーナメントは全て８ゲームズプロセットマッチとする。
　なお、試合方法は,天候及び試合進行により変更することがある。
　上記記載以外の事項については、「JTAテニスルールブック２０２２」の規定に従う。

12 参加チ－ム 都県名 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 主管県 計
    出場枠 男子 ５ ３ ２ １ １ １ １ １ １ １６

女子 ３ ２ １ １ １ １ １ １ １ １２
※出場辞退その他により参加チームが不足する場合の補充方法は、下記優先順位とする。
　１．出場枠１の希望する県による抽選　２．主管県を含む出場枠複数の希望する都県による抽選

13 使用球 ダンロップ　フォ－ト

2022年4月

第３７回 関東実業団対抗テニスリーグ戦
大会要項

1



14 全国大会 男子３位・女子４位迄のチームは、２０２２年１０月７日(金)～１０月９日(日)、
広島市広域公園テニスコートで開催される第３６回全国実業団対抗テニストーナメント
（全国Ａ大会）に出場する。また、男子４位以下、女子５位以下のチームは補欠として
全国大会の出場権が得られる場合がある。

15 公式行事 懇親夕食会は中止とする。

16 申込締切 ２０２２年７月１日(金)　必着。

17 参加料 １チ－ム ： ９０,５００円（参加料90,000円＋1コイン制度500円）　
18 申込方法 「参加申込書(Excel版)」、チーム集合写真と会社社章ロゴ（プログラム掲載用）、及び特例選手がいる

場合「補強選手申請書」、「元社員・元職員申請書」を下記事務局へ送信ください。
詳細は、別紙の「申込管理表」に従ってお申込みください。

【申込先】 関東テニス協会　実業団事務局
〒101-0047  東京都千代田区内神田1-4-5　レイアード大手町ビル407

（株式会社ＴＳ-Ｏffice） TEL．：03-5280-3021 FAX．：03-5280-3027
E-mail：　jitugyou@eco.ocn.ne.jp

【参加料】 ［振込先］ 三菱ＵＦＪ銀行　 新宿支店
普通預金 ４６４８０１８　　　口座名義 　関東テニス協会

19 問合せ先 関東テニス協会　実業団事務局（株式会社ＴＳ-Ｏffice）
20 保　　険 プレー中に怪我をされた場合は、主催者が加入する傷害保険契約の範囲内で保険金を請求できます。

21 参加者が遵守すべき事項（「ＪＴА公式テニストーナメント開催ガイドライン」に準ずる。）
①次の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。大会当日に確認をおこないます。
 ●体調がよくない場合
 ●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
 ●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場合
②選手及び引率者は大会2週間前から健康観察を行ってください。
　日々の健康観察情報の記録については、(公財)日本テニス協会が提供する健康管理システム
　ＨｅａLｏのご利用をお願いします。同システムの利用にあたっては、利用登録をして頂く必要が
　あります。登録方法はドロー会議でお知らせします。
③コート内においてプレーしている以外は、必ずマスクを着用すること
④こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
⑤他の参加者及び大会スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安とし、最低１ｍ）を確保すること
   なお、障がい者の誘導や介助及び緊急事態等の場合を除く
⑥会場及びその周辺で大きな声で会話、応援等をしないこと
⑦感染防止のために大会主催者及び使用施設が決めたその他の措置を遵守し、必要に応じて
   主催者等の指示に従うこと
⑧大会終了後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は、主催者に対して速やかに 
　 濃厚接触者の有無等について報告すること
⑨本大会は無観客試合としますので、選手以外の方の入場はできません

22 注意事項 新型コロナウイルス感染状況に伴う開催の可否等については事案発生の都度、関東テニス協会
実業団委員会のホームページに掲載します。

   
23 大会役員 大会運営委員長 長谷川 英男 （関東テニス協会 実業団委員長）

大会運営副委員長 花木内 敬雄 （関東テニス協会 実業団副委員長）
山口　昭二 （関東テニス協会 実業団副委員長・東京委員）

ディレクター 加治　芳行 （関東テニス協会 実業団茨城委員）
ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 山口　昭二 （関東テニス協会 実業団副委員長・東京委員）

関　克己 （茨城県テニス協会 実業団委員） 
レフェリー 福田　民雄 （茨城県テニス協会 審判委員） 
ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 荻原　幸子 （茨城県テニス協会 審判委員） 
運営委員 井上　憲紀 （関東テニス協会 実業団委員）

高尾　俊之 （関東テニス協会 実業団神奈川委員）
鎌田　健義 （関東テニス協会 実業団山梨委員）
村川　暁 （関東テニス協会 実業団千葉委員）
濵　　大樹 （関東テニス協会 実業団埼玉委員）
佐藤　浩 （関東テニス協会 実業団群馬委員）
松井　一浩 （関東テニス協会 実業団栃木委員）
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都県テニス協会 　御中 ２０２２年４月
出場チーム　御中 関東テニス協会実業団委員会

主管：茨城県テニス協会

  この度は、第３７回 関東実業団対抗テニスリーグ戦への出場決定、誠におめでとうございます。
　今大会が、前大会にもまして素晴しいものとなり、出場チーム並びに関係各位にご満足いただけますよう、
スタッフ一同微力ながらできる限りの努力をさせていただく所存です。
  さて、標記大会の開催について下記の通りご案内いたしますので宜しくご対応をお願い申し上げます。
  なお、本大会は、本年１０月に開催される第３６回全国実業団対抗テニストーナメントの予選を兼ねて
おりますことを併せてご案内申し上げます。 敬具

◆◆◆◆◆◆◆    記    ◆◆◆◆◆◆◆

１．宿泊のご案内
本大会ではオフィシャルホテルは設定しておりません。部屋数には限りがありますが、旅行代理店に大会用に
下記のホテルを確保頂いています。
【申込み方法】 ご希望のチームは、東武トップツアーズ㈱水戸支店に直接、一括して申込んでください。

『④宿泊申込書』に必要事項を記入の上、チーム毎に下記申込み先へ、E-mailまたはＦａｘ
にてお申込みください。

（１） ホテルテラスザスクエア日立 https://www.square-hitachi.jp/
〒317-0073 茨城県日立市幸町1-20-3　TEL 0294-22-5531（代表）　FAX 0294-22-3139

①ＪＲ常磐線 日立駅から徒歩２分
②常磐道日立中央I.C から車で約１０分
③ホテルから磯原地区公園テニスコートまで、車で２５～３０分（常磐道利用で）ですが、
　渋滞状況で多少違います（ＪＲ常磐線(日立-磯原)普通で２５分、磯原駅から車で５分）。
④９月１日～３泊　各日シングル６０Ｒ、ツイン２０Ｒ
⑤宿泊料金（１泊） シングル　朝食付き11,330円（税込）／人

ツイン　朝食付き11,000円（税込）／人
⑥駐車場　　無料２０台限り、ホテル敷地内の駐車スペースがご利用いただけます。 

また、提携駐車場の三井のリパークを無料でご利用いただけます。(必ず駐車券をお持ちください) 
⑦チェックイン　１５：００～　　　チェックアウト　～１１：００
⑧朝食時間　６：３０～９：３０

（２） スパ＆ホテル日立プラザ https://breezbay-group.com/hitachiplaza/
〒317-0073 茨城県日立市幸町2-3-25　 TEL：0294-21-7111　FAX：0294-24-0292

①ＪＲ常磐線 日立駅から徒歩５分
②常磐道日立中央I.C から車で約１０ 分
③ホテルから磯原地区公園テニスコートまで、車で２５～３０分（常磐道利用で）ですが、
　渋滞状況で多少違います（ＪＲ常磐線(日立-磯原)普通で２５分、磯原駅から車で５分）。
④９月１日～３泊　各日シングル３０Ｒ
⑤宿泊料金（１泊） シングル　朝食付き9,240円（税込）／人
⑥駐車場　　無料３０台（立体(主に普通車)及び屋外(ワゴン、1BOX車等)）がございます。

　満車の場合は、お客様ご負担にて近隣有料駐車場へのご案内となります。
⑦チェックイン　１５：００～　　　チェックアウト　～１０：００
⑧朝食時間　６：３０～８：３０（土日９：３０まで）

（３） セントラルホテル高萩 https://www.c-hotel.co.jp/tkhg/
〒318-0003 茨城県高萩市下手綱1473　TEL.0293-24-3366 / FAX.0293-24-3377

①ＪＲ常磐線　高萩駅から徒歩２０分、車で５分
②常磐道高萩I.C から車で約７分
③ホテルから磯原地区公園テニスコートまで、車で２０～２５分ですが、渋滞状況で多少違います。
④９月１日～３泊　各日シングル１０Ｒ
⑤宿泊料金（１泊） シングル　朝食付き7,700円（税込）／人
⑥駐車場　　無料３７台（第１駐車場 １１台、第２駐車場 １６台、第３駐車場 ５台、第４駐車場５台）
⑦チェックイン　１５：００～　　　チェックアウト　～１０：００
⑧朝食時間　６：００～８：００

（４） セントラルホテル磯原 https://www.c-hotel.co.jp/ishr/
〒319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原1-242　TEL.0293-42-8111 / FAX.0293-42-8112

①ＪＲ常磐線 磯原駅から徒歩２分
②常磐道・北茨城I.C から車で約５分
③ホテルから磯原地区公園テニスコートまで、車で５～１０分ですが、渋滞状況で多少違います。
④９月１日～３泊　各日シングル２０Ｒ
⑤宿泊料金（１泊） シングル　朝食付き7,700円（税込）／人
⑥駐車場　　先着順、無料２５台（第１駐車場１２台 / 第２駐車場１３台）
⑦チェックイン　１５：００～　　　チェックアウト　～１０：００
⑧朝食時間　６：３０～８：３０

　 【申込み先】 東武トップツアーズ（株）水戸支店　担当　門倉・土屋 宛
E-mail mito@tobutoptours.co.jp

〒310-0803　茨城県水戸市城南2-1-20　井門水戸ビル６Ｆ
TEL 029-224-6627 FAX 029-224-9253

【申込み締切】  ７月２９日（金）厳守

２．懇親夕食会
 懇親夕食会はコロナ禍のため、今回は中止します。

第３７回 関東実業団対抗テニスリーグ戦
開催案内

【予定のホテル】

拝啓　新緑の侯、貴チ－ムにおかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
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３．大会会場（大会初日）
（１）名　称 磯原地区公園テニスコート 開場は、午前８時

https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015022700195/
（２）サーフェイス 砂入り人工芝コート（１６面）
（３）住  所 〒319-1541 茨城県　北茨城市磯原町磯原1206-1
（４）ＴＥＬ 0293-44-3090　　注意：大会運営に関する問い合わせ不可（厳守）
（５）駐車場 約２００台（無料）
（６）交通機関 ・電車の場合：ＪＲ常磐線　磯原駅下車タクシー１０分

・車の場合 ：常磐自動車道　北茨城IC下車→国道69号経由で北茨城ICより約１０分
※会場までの交通機関は自動車のご利用をお奨めいたします。

４．スケジュ－ル
 13:00～17:00  前日練習（予約制）
 13:00～  会場設営
 15:00～  ホテルチェックイン

6:30～ 朝食
8:20～9:00 練習（各チ－ム20分）・オーダー受付
9:00～9:30 監督者会議
9:40～9:50 開始式
9:50～18:00 各ブロックリーグ戦

6:30～ 朝食
8:20～9:00 練習（各チ－ム20分）・オーダー受付
9:00～9:20 監督者会議
9:30～17:00 各ブロックリーグ戦

および、決勝トーナメントＱＦ

6:30～ 朝食
8:20～8:40 練習（各チ－ム20分）・オーダー受付
8:40～9:00 監督者会議
9:10～16:00 決勝トーナメント

（対戦終了後、都度、表彰・解散）

５．練習コ－ト
大会本部では、予約制で練習コートを大会前日の９月１日(木)に準備しておりますのでご利用ください。
申込みは、『⑥練習コ－ト申込書』に必要事項(使用時間帯他)を記入の上、期限までに
茨城県テニス協会事務局：加治芳行　宛　メールでお申込みください。不要の場合も、その旨ご一報をお願いします。
練習コートは、１６面で、希望の時間帯に添えない場合があります。
申込みは先着順とし、１チームの割り当て時間は１時間単位で２時間までとします。申込み締め切り後に空きが
ある場合はこの限りではありません。当日は練習コート時間割表に従ってご利用ください。

（１）申込み期限 ７月２９日（金）
（２）利用時間帯　 ９月１日（木）13:00～17:00
（３）利用料金　 大会本部で支払います
（４）申込み先 茨城県テニス協会事務局：加治芳行　宛

E-mail： kaji.yoshiyuki@jaea.go.jp 件名に【（チーム名）関東リーグ　練習コート申込み】と
記入をお願いします。

６．大会期間中の昼食
　希望するチームには弁当を用意します。『⑤昼食（弁当）申込書』に必要事項を記入し、
　東武トップツアーズ（株）水戸支店　門倉・土屋 宛にメールでお申込みください。

Ｅ-mail:　 mito@tobutoptours.co.jp
（１）申込み期限 ７月２９日(金)
（２）弁当代金 ８８０円／個（お茶付・消費税込み）

・申込み後の変更は前日の１５：００までにお願いします。　変更連絡先は以下のとおり。
　・９月１日（木）まで：東武トップツアーズ（株）水戸支店　門倉・土屋宛
　・９月２日（金）以降は現地で直接、門倉・土屋様にご連絡ください。
・代金は当日お支払ください。
・前日１５：００以降のキャンセルは受け付けられません。
・空き箱は回収します。
・天候により試合進行が危ぶまれる場合は、弁当の手配を取り消す場合がありますのでご了承ください。

７．ドロ－会議兼監督者会議
（１）開催日時 ７月１６日(土)  １５：００～１６：３０
（２）開催場所 オンライン開催 ※Web会議の接続情報については、改めてご案内します。

※当日連絡先：関東実業団事務局（ＴＳ-Office　TEL／090-1858-6614 )
（３）議事次第 ①大会要項の説明 ②開催案内の説明

③試合要項の説明 ④ドロー組合せ抽選
⑤注意事項の連絡・申し合わせ　　⑥その他

・送付した大会要項、開催案内、試合要項を必ず用意してください。
・各チーム監督あるいは代行者１名が必ず出席してください。
・参加申込書にドロー会議兼監督者会議出席者を記入してください。

８．その他
・試合は団体戦形式になっていますので、各コート後方に社旗を掲揚してください。

９／４(日)

９／１(木)

９／２(金)

９／３(土)
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第３７回関東実業団対抗テニスリーグ戦　試合会場
◇開催日　：　２０２２年９月２日(金)、３日(土)、４日(日)
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第３７回関東実業団対抗テニスリーグ戦　試合会場周辺コンビニエンスストア
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２０２２年 ４月

第３７回  関東実業団対抗テニスリーグ戦 関東テニス実業団委員会

試合要項 主管：茨城県テニス協会

１．試合日程 　　(テニスコート使用面数、　9/2（金）：16面、　9/3（土）：16面、　9/4（日）：16面）

【男子】 ◎Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ各ブロックのリーグ戦

・第１対戦全試合    第１対戦  １vs３，２vs４　（２対抗×４ﾌﾞﾛｯｸ）

・第２対戦Ｓ２,Ｓ１   第２対戦  １vs４，２vs３　（２対抗×４ﾌﾞﾛｯｸ）

【女子】 ◎Ａ，Ｂ，Ｃ各ブロックのリ－グ戦

・第１対戦全試合    第１対戦  １vs３，２vs４　（２対抗×３ﾌﾞﾛｯｸ）

・第２対戦全試合    第２対戦  １vs４，２vs３　（２対抗×３ﾌﾞﾛｯｸ）

【男子】 ◎Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ各ブロックのリーグ戦

・第２対戦Ｄ  　第２対戦  １vs４，２vs３　（２対抗×４ﾌﾞﾛｯｸ）

・第３対戦全試合    第３対戦  １vs２，３vs４　（２対抗×４ﾌﾞﾛｯｸ）

・決勝ＱＦ ◎ブロック１位チームと、ブロック２位チームとの対戦、４対抗

　（２ポイント先取で打切り）

【女子】 ◎Ａ，Ｂ，Ｃ各ブロックのリーグ戦

・第３対戦全試合    第３対戦  １vs２，３vs４　（２対抗×３ﾌﾞﾛｯｸ）

・決勝ＱＦ ◎抽選により４チーム、トーナメント２対抗ＱＦ
　（２ポイント先取で打切り）

【男子】決勝トーナメント(優勝～８位決定戦）

・第１対戦　ＳＦ ◎初戦の勝ちチーム、負けチーム同士の対戦　（２ポイント先取で打切り）

・第２対戦　Ｆ　 ◎優勝、３位、５位、７位決定戦 　（２ポイント先取で打切り）

【女子】決勝トーナメント（優勝～６位決定戦）

・第１対戦　SＦ 　準決勝、５位決定戦 　（２ポイント先取で打切り）

・第２対戦　Ｆ 　決勝、３位決定戦 　（２ポイント先取で打切り）

２．試合方法

（１）男女共通２シングルス＋１ダブルスの計３ポイントの対抗戦。

（２）出場選手はオーダー交換時に全員揃っていること。

（３）試合順序 ： ブロックリーグ戦、トーナメントともに、Ｓ２→Ｓ１→Ｄ

（４）同一選手は、シングルス・ダブルスに重複して出場できない。

（５）ブロックリーグ戦は３ポイントを全て行う。

（６）決勝トーナメントは、２ポイント先取で打切りとする。

（７）男女とも、ブロックリーグ戦はベストオブ３タイブレークセット、

　　　ファイナルセットは１０ポイントマッチタイブレーク方式とする。

　　　（リーグ戦の順位決定時、マッチタイブレークの勝者は、セット1-0、ゲーム1-0と数える。）

（８）決勝トーナメントは、８ゲームズプロセットマッチとする。

（９）天候、試合進行の状況によっては試合方法を変更することがある。

３．ラウンドロビン（総当りリーグ戦）方式における順位決定方法

（１）ラウンドロビン方式における順位は、勝率の高いチームを上位とする。

　　チーム戦の勝率＝勝利した対戦チーム数÷総対戦チーム数

（２）２チームが同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者を上位とする。

（３）３チームが同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。

　　①　総勝利試合数の多いチームが上位

　　②　①が同じ場合、全試合での取得セット率が高いチームが上位

　　　　取得セット率＝取得したセットの合計数÷全試合のセット合計数

　　③　②が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高いチームが上位

　　　　取得ゲーム率＝取得ゲームの合計数÷全試合のゲーム合計数

（４）ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数はすべて０とする。（例：３セットマッチなら6-0 6-0）

（５）怪我等によるリタイアの場合は、勝者はリタイアの後、残りのゲームをすべて勝ったとして

　ゲーム数を記録し、敗者はリタイアするまでに取得したゲーム数を記録する。

　　（Ａ対Ｂの３セットマッチで、Ｂが6-3,2-2のとき、怪我でリタイアした場合は、勝者はＡで

　　　スコアは、3-6, 6-2 6-0 と記録する）

９月２日（金）

９月３日（土）

９月４日（日）
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４．ボール

・ダンロップフォート２球使用とする。

・ボールチェンジは行わない。

５．ベンチコーチ

・各チーム１名、コート内に入ることができる。

６．ウェア  

（１）「 ＪＴＡ テニスルールブック ２０２２ 」の規定に従う。

（２）表示・ロゴ等の自チーム名、自企業名及び商品名については、大きさ・数の制限を一切しない。

（３）本項はベンチコーチにも適用する。

７．登録選手の変更

９月２日（金）朝の監督者会議においてのみ、１名の変更、又は登録人数枠内において、１名の

追加ができる。

８．コート割り

・原則として大会前日に大会本部に掲示する。

９．審判

・原則としてセルフジャッジとする。但しロービングアンパイアを配置する。

10．選手の変更

・勝敗が決定した後の試合のみ認める。

11．表彰他

（１）男女とも、優勝、準優勝、第３位、第４位の団体を表彰する。

（２）全国実業団対抗トーナメントへの出場は、男子は上位３チーム、女子は上位４チーム。

12．ウォーミングアップ

・５分以内厳守とする。

13．シングルスのオーダー順位

① 最新ＪＴＡシングルスランキング上位者をＳ１とする。

　(大会初日前週の第３４週発表ランキングを採用する。)

② 上記以外のオーダーはプログラムへの登録順序に従う。参加申込書への記載順序に留意する

　 こと。

14．ドロー会議兼監督者会議（｢開催案内」7．参照）

（１）出席は義務とします。

（２）『大会要項』・『開催案内』・『試合要項』を熟読の上、持参して下さい。

（３）監督者会議の申合わせ・審議事項は、監督が全選手に徹底して下さい。

15．その他

（１）昼食のための試合の中断はありません。

（２）一度提出したオーダーは変更できません。（翌日に延期になっても同様とします。）

（３）適正でない棄権、不戦は次の試合への出場を停止することがあります。

（４）前各項記載以外の事項については、「 ＪＴＡテニスルールブック ２０２２」を適用します。

以上
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