
令和元年度 福岡県中学校総合体育大会

第６回 福岡県中学校テニス競技大会

１ 日 時 【１日目】令和元年７月２７日（土） ※団体戦
開場 ８時３０分
受付開始 ８時３０分
監督会議 ８時４５分
開会式 ９時００分
競技開始 ９時３０分

【２日目】令和元年７月２８日（日） ※団体戦・個人戦
開場 ８時３０分
受付開始 ８時３０分
監督会議 ８時４５分
開始式 ９時００分
競技開始 ９時２０分

【３日目】令和元年７月２９日（月） ※個人戦
開場 ８時３０分
受付開始 ８時３０分
監督会議 ８時４５分
開始式 ９時００分
競技開始 ９時２０分

２ 会 場 春日公園テニスコート 春日市原町３丁目１－４ TEL 092-573-4200

３ 開・閉会式
（１）開・閉会式について

・開会式（１日目）は，団体戦に出場する選手のみ参加する。
・開始式（２日目）は，個人戦に出場する選手も参加する。
・団体戦・個人戦ともに競技終了後， 表彰式を行う。
・開会式・開始式の際，選手は必ずゼッケンのついたテニスウェアを着用する。
・入場行進は行わない。
・競技役員の指示に従い，下記のように整列する。

京 筑 筑 筑 福 北
九

築 豊 後 前 岡 州

女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男

前

（２）式次第
【開会式】 【閉会式】
１ 開式通告 １ 開式通告
２ 開会宣言 ２ 成績発表
３ 国旗掲揚 ３ 表彰
４ 県中体連旗・諸旗掲揚 ４ 講評
５ 優勝旗返還及びレプリカ贈呈 ５ 大会会長挨拶
６ 大会会長挨拶 ６ 国旗・諸旗降納
７ 競技上の注意 ７ 閉会宣言
８ 選手宣誓 ８ 閉式通告
９ 閉式通告 ９ 選手・役員退場
10 選手・役員退場



４ 前日練習
前日練習は行わない

５ その他
（１）開会式・開始式前にマナーチェックを行う。
（２）服装・道具は，以下の通りとする。

○コマーシャルロゴは認めない。但し，学校名をシャツの片袖(19.5 平方 cm 以下)
に刺繍することは認める。

○袖や裾よりも長くなるアンダーシャツやスパッツの着用は認めない。但し，医師
の判断がある場合は，本部で協議のうえ，許可する場合がある。また競技中，シ
ャツの裾を外へ出したり袖をまくることはしない

【シャツ】
○シャツは，男女とも半袖・襟付きのものとする。ただし，女子のワンピースはウ
エストから上部をシャツ，下部をスコートとみなし，襟・袖なしでも可とする。

○背中にゼッケンを付けること。直接ウェアに学校名・個人名等を記したものは着
用できない。

○製造業者ロゴ
（文字なしロゴの場合は，77.5 平方 cm 以下のものを各袖または脇の縫い目に可）
男子：前身頃または襟に 39 平方 cm 以下２つ，または前身頃と襟に 39 平方 cm

以下１つの場合は，後身頃に 26 平方 cm 以下１つ。袖には， 39 平方 cm
以下２つ。

女子：前身頃または襟に 13 平方 cm 以下２つ，または 26 平方 cm 以下１つ。袖
には，26 平方 cm 以下１つ。

【パンツ・スコート】
○製造業者ロゴ
男子：13 平方㎝以下２つ，または 26 平方㎝以下を前に１つ，後ろに１つ。
女子：13 平方㎝以下２つ，または 26 平方㎝以下を前に１つ。

【コンプレッションショーツ（ひざ丈）】
○製造業者ロゴ
男子：13 平方㎝以下２つ，または 26 平方㎝以下１つ。
女子：13 平方㎝以下１つ。

【ソックス・シューズ】
○ソックスはくるぶしより上で膝より下のものとする。
○製造業者ロゴ 男子：制限なし。女子：13 平方㎝以下について，数の制限なし。

【ラケット】
○ステンシルマークは不可。
○製造業者ロゴ フレーム部分について，大きさ・数に制限はない。

【帽子・リストバンド】
○製造業者ロゴ 男子：26 平方㎝以下１つ。女子： 19.5 平方 cm 以下１つ。

【バッグ】
○製造業者ロゴ 大きさと数に制限はない。

【ゼッケン】
○Ｂ５版大横〈白地(縦約 18 ㎝×横約 26 ㎝）〉のゼッケンをシャツの背面につける
こと。

○ゼッケンは，シャツとは別の布で作られたもので，縫いつけられたものとする。
脱着に都合のよいようにホック(スナップ)等で留めることを許可する。

○ゼッケンの文字位置は，上段(1/3)と下段(2/3)の二段組みとし，上段左側に県名(福
岡) , 上段右側に学校名(校名には中学校の「中」の文字はつけない)，下段に名
前(名字のみ)を記すこと。（ゼッケン例を参照のこと。)ただし，同一校に同姓
の選手がいる場合には，名の１文字を付け加えること。

○ゼッケンの表記については，届け出たとおりの表記とし，文字は「漢字」または
「仮名」のみを使用すること。

(ゼッケン例)
福岡 太宰府南

縦約 18 ㎝×横約 26 ㎝（背面）
菅 原 道



【その他】
○健康上の理由から，サングラスなどの着用を必要とする場合は，大会当日に医師
の診断書を持参し，あらかじめ申し出ておくこと。

○団体戦の際，監督・コーチの服装は，襟付きスポーツウェア・テニスシューズを
着用すること。

○Ｊアラートの警報が出された際は競技を一時中断し，安全を確保の上，警報が解
除され次第再開する。

（３）試合の進行について
①審判の方法【ソロチェア・アンパイア（SCU）について】
本大会での SCU は， JTA 公認のルールブックにおける SCU より簡易化したもの
とし，その役割は，以下の通りとする。

判定（ジャッジ）は行わず，試合の進行と記録及び結果を確認し，本部に報告する。
基本的に，判定は選手同士の「セルフジャッジ」で進めていく。SCU がそのプレー
ヤー・チームの判定が明らかに間違っていると判断した場合，直ちにオーバールー
ル（判定の訂正）をする。

※試合の進行とは， 試合開始・終了・ポイントのコールを行うことである。

②試合の進め方
【試合前】
○「オーダー・オブ・プレイ」を本部に掲示する。選手は自分の番号が何番目の
どこであるのかを必ず確認すること。前の人の試合が終わったらすぐに試合に
入れるよう，若い（小さい）番号のチーム・選手はあらかじめ本部にボールを
取りにいくこと。

【試合中】
○試合前の練習はサーブ４本とする。
○１ゲーム終了後のコートチェンジの際はレストをとらないこと。
（ただし，団体戦においては認める。）

○けがや体調不良・熱中症のために応急処置が必要な場合は，SCU に申し出て，
１回に限り３分間のメディカルタイムアウトを取り，処置または手当てを受け
ることができる。手当てをする部位によっては，コート外で処置を受けること
ができる。

（４）応援について
①鳴り物等による応援は禁止とする。団体戦においては拍手・声援のみ，個人戦に
おいては拍手のみの応援となる。

（５）会場からのお願い
①テニスコート周辺でのボール・ラケットを使った練習は一切できません。
②貴重品の管理は，各学校でお願いします。
③ゴミは各学校で必ず持ち帰ってください。
④テントや日よけ等のひもを木に直接結ばないでください。また，芝生の上にはテ
ントなどを張らないでください。

⑤ AED の設置箇所はテニスコートクラブハウス内の受付事務所となります。

６ 実行委員会

筑前地区中学校体育連盟理事長 德留 公一（前原東中学校） 092-323-4741

福岡県テニス競技専門部長 首藤 麻琴（折尾愛真中学校） 093-602-2100

筑前地区テニス競技専門部長 稲住 哲朗（筑陽学園中学校） 092-922-7361



７ 会場周辺図


