
■注意事項

１．集合時間は９：３０とする。
　　　ただし、日程表中に時間を表示した種目については、当該時刻の１５分前までに受付を完了のこと。

２．試合は、すべて、ｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ方式とする。
※予選、決勝共。

３．予選リーグ戦は、8ゲームプロセットマッチとする。8－８にてタイブレーク。

　ただし、欠場などで2チームになった場合は3セット・マッチタイブレーク(10ポイント)とする。

　また、欠場等により、各リーグ間で、大きな差が出た場合は、リーグ編成を変更する場合があります。

４．決勝トーナメントへの進出は、予選リーグ各1位、2位ペアとする。
　予選リーグ通過ペアで決勝トーナメントへの辞退者が出た場合は、そのﾘｰｸﾞで、調整のうえ下位ペアの繰上げ出場を認める。

５．一般男子の決勝トーナメントは８ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄマッチとする（8-8にてタイブレーク）。
　　決勝のみ、3セット・ﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ(10ﾎﾟｲﾝﾄ)とする。3位決定戦は8ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄ。
　　45歳男子、65歳男子は決勝リーグのみで8ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄﾏｯﾁ(8－8にてタイブレーク)。
　　55歳男子は決勝リーグのみで1セットマッチ(6－6にてタイブレーク)。

　　欠場などで決勝リーグの組数が減った場合は試合方法を変更する場合があります。

６．ゲームはすべて、セルフジャッジとし、試合前の練習は、サービス４本とする。

　ただし、当日の初戦や試合進行に余裕のある場合については、５分間の練習を可とする。

７．注意事項以外の規定については日本テニス協会のルールに従い、プレーヤに対するアドバイスは一切許されない。

８． コートチェンジは90秒以内に行なうこと。
　試合中のケガ、足がつるなど、試合が90秒以上中断する場合は失格とする。

９． 試合中の事故に関し、怪我の応急処置などは対応いたしますが、大津市テニス協会は一切責任を負いません。

１０．天候その他により実施不明な場合、現地確認を基本とします。ただし、当日の決定事項については、大津市
　　　テニス協会の専用携帯電話で確認することができます。TEL 080-3834-9612 (試合日のみ)

１１． 雨天などが続いた場合、試合形式を変更することがあるのであらかじめご了承ください。

１２．日程消化状況などは、 随時ウェブサイトに掲載します。
　ウェブサイトアドレス；　http://otsu-ta.extrem.ne.jp/

■ リーグ戦に関して
●リーグの順位決定
　１．勝ち数の多い方を上位とする。
　２．勝ち数が同じペアが３ペア以上の場合は、取得ゲーム数率の高い方を上位とする。

（自分が取得したゲーム数÷自分がプレーした全ゲーム数） 
 　　 上記取得ゲーム率で2ペアが並んだ場合は、直接対決の勝者を上位とする。
　３．上記で決着がつかない場合には抽選とする。

■用語の説明
●ｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞスコアリング方式

ﾃﾞｭｰｽ１回のみ、次はﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞでﾃﾞｨｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾎﾟｲﾝﾄとしてｹﾞｰﾑ勝者を決める。ﾚｼｰﾌﾞ側がｻｲﾄﾞ選択。
●マッチタイブレーク（10ﾎﾟｲﾝﾄ）

1ｾｯﾄｵｰﾙのあと、10ポイントﾀｲﾌﾞﾚｰｸ・ｹﾞｰﾑで勝者を決める。
2点差をつけて、10ポイント以上先に取ったチームが勝者となる。



■日程

場所 皇子ヶ丘 皇子ヶ丘 皇子ヶ丘 皇子ヶ丘 皇子ヶ丘
/ ４/２８（日） ５/４(土) ５/１１(土) ５/１８(土) ６/１(土)

一般男子
予選リーグ

Ａ　Ｂ
予選リーグ　　

Ｃ
決勝トーナメ

ント 予備日

男子
決勝リーグ 予備日 予備日

45歳以上

男子
決勝リーグ 予備日 予備日

55歳以上

男子
決勝リーグ 予備日 予備日

65歳以上

■雨天による日程変更
※日程表中の予備日での消化予定です。雨天などによる日程変更のご連絡はホームページへの掲載とさせていただきます。

■駐車場について
※皇子が丘コート横には駐車スペースはございません。公園の駐車場をご利用ください。
　コートから少し距離がありますので、集合時間などに余裕をもってお越しください。



一般男子 予選リーグ

4月28日 Ａ組 氏名 所属 1 2 3 勝敗 順位

1
清水 衡 Team AATP

水口 貴之 Team AATP

2
永友 康貴 フリー
川辺 晃斗 フリー

3
岡 英一 藤尾TC
山本 春彦 フリー

4月28日

Ｂ組 氏名 所属 1 2 3 勝敗 順位

1
中村 卓人 3STC

野村 祐人 3STC

2
金谷 太郎 フリー

藤井 正和 フリー

3
美濃岡 聡 大津ＴＣ

丸井 康生 大津ＴＣ

5月4日

Ｃ組 氏名 所属 1 2 3 勝敗 順位

1
赤堀 誠至 東レ滋賀

大橋 純平 東レ滋賀

2
佐藤 友治 大津サニー

村本 学志 大津サニー

3
佐藤 孝実 フリー
中村 友則 フリー



●一般男子　決勝トーナメント

1 Ａ１位

2 Ｂ２位

3 Ｃ２位

4 Ｃ１位

5 Ａ２位

6 Ｂ１位

3位決定戦



●男子45歳　決勝リーグ

氏名 所属 1 2 3 勝敗 順位

1 倉本 篤 フリー
宇野 友敦 フリー

2
高瀬 眞志 フリー

高木 鐘一 フリー

3
岡 英一 藤尾ＴＣ

山本 春彦 フリー

●男子55歳　決勝リーグ

氏名 所属 1 2 3 4 5 順位

1 丸井 康生 大津ＴＣ
美濃岡 聡 大津ＴＣ

2 高瀬 眞志 フリー
山下 浩 フリー

3 藤原 雅一 大津ＴＣ
駒村 智 BIWA TC

4
片田 佳宏 フリー

清野 正樹 フリー

5
南 潤一 BIWA TC

長谷 佳伸 フリー

●男子65歳　決勝リーグ

氏名 所属 1 2 3 4 順位

1 横田 英一 大津ＴＣ
杉江 政信 フリー

2
瓜生 昌弘 しがテニスクラブ

近藤 哲二郎 しがテニスクラブ

3 玉田 攻 BIWA TC
溝上 繁男 BIWA TC

4 望岡 正隆 フリー
中川 修一 フリー


