
令和３年度福岡県中学校総合体育大会第８回福岡県中学校テニス大会 

 

１、 日時 【１日目】令和３年７月２７日（火）  ※団体戦 

     開場     ８時００分 

     受付     ８時３０分～８時４５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３年７月２８日（水）  ※団体戦・個人戦 

     開場     ８時００分 

     受付     ８時３０分～８時４５分 

     監督会議   ８時４５分 

     開始式    ９時００分       競技開始 ９時２０分 

     団体戦表彰式 最終試合終了後直ちに 

   【３日目】令和３年７月２９日（木）  ※個人戦 

     開場     ８時００分 

     受付     ８時３０分～８時４５分 

     監督会議   ８時４５分 

     開始式    ９時００分       競技開始 ９時２０分 

     閉会式   １６時３０分ごろ 

 

２、 会場 三萩野庭球場 

   所在地：福岡県北九州市小倉北区三萩野 3-3-2（093-951-3950） 

 

３、 開閉会式について 

①開閉会式 

〇開会式（１日目）は，団体戦当日出場する選手のみ参加する。 

〇開始式（２・３日目）は団体戦・個人戦当日出場する選手のみ参加する。 

〇団体戦・個人戦ともに競技終了後，表彰式を行う。 

〇開会式・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の
こと。また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
整列すること。） 
 
 
 
 
 
 

 
②式次第 

【開会式】     【開始式】          【閉会式】 
 １ 開式通告     １ 開式通告     １ 開式通告 
 ２ 優勝旗返還        ２ 競技上の注意   ２ 成績発表 
 ３ 会長挨拶          ３ 閉式通告     ３ 表    彰 
 ４ 選手宣誓                     ４ 会長挨拶 
 ５ 閉式通告                 ５ 閉式通告 

 
４、前日準備は行わない 
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５、会場周辺地図および駐車場 
・監督、コーチ、選手は、地図に記載している入場口から入場してください。 
・無観客の為、保護者の駐車はご遠慮ください。 
・保護者の送迎は、駐車場での混雑を避けるため、地図に駐車場の入口と出 

口を指定しておりますので、ご協力ください。 
  ・大型バスの駐車場はありません。ご了承ください。 

 
〇 小倉駅        香春口三萩野          三萩野庭球場 

(北九州モノレール)                 (徒歩) 

６、その他 
①開会式・閉会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。また，製造業者ロゴについては下記指定

のサイズ以下を可とする。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。 
【シャツ】 

〇肘や膝よりも長い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もある。また  
競技中，シャツの裾を外へ出す・袖をまくることはしない。 

〇半袖・襟付きのものとする。但し，女子のワンピースはウエストから上 
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。 

〇製造業者ロゴ（文字なしのロゴの場合 77.5 平方㎝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㎝以下２つ，または前身頃と襟に 39 平
方㎝以下１つの場合は，後身頃に 26 平方㎝以下１つ。袖には 39 平
方㎝以下１つ。 

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

【パンツ・スコート】 
〇製造業者ロゴ 

   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）】 

 〇製造業者ロゴ 
  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。 
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【ソックス・シューズ】 
   〇製造業者ロゴ 
    男子：制限なし  女子：13 平方㎝以下数制限なし。 
  【帽子・リストバンド】 
   〇製造業者ロゴ 
    男子：26 平方㎝以下１つ。 女子：19.5 平方㎝以下１つ。 
  【バッグ】 

 〇製造業者ロゴ，大きさ，数に制限はない。 
【ラケット】 

〇フレームに製造者ロゴ，大きさ，数に制限はない。ステンレスマーク
は不可。 

【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) 
縦約１８㎝×横約２６㎝（背面） 
 
 

【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。 
③試合の進行について 

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

 
 
 
 
 
○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。 

④会場からのお願い 
○庭球場周辺でのボール・ラケットを使った練習は一切できません。
○貴重品の管理は，各学校でお願いします。 
○ゴミは各学校で必ず持ち帰ってください。 
○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。 
※ＡＥＤは三萩野庭球場管理事務所に設置してあります。 

福岡  折尾愛真 

松岡 修 

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。 



７、感染拡大防止に関する申し合わせ事項について 
（１）大会参加について      

①監督は、以下の 3 種類の書類を作成すること。  
  【別紙１：体調記録表（学校保管用）】 

出場選手の体調記録をおこなうこと。   
【 別紙２：体調確認表（大会当日提出用） 】 

監督・コーチ・選手は、大会当日の検温と各質問項目を記録し、
会場入場の際に、提出をすること。本紙の提出がない場合、参
加を取り消すことがありうる。    

【 別紙３：同意書 】     
保護者から各校に提出する本大会参加の同意書であり、各校で
保管すること。      

②大会参加を強要することがないよう配慮すること。  
       
（２）注意事項       

感染拡大防止のために、以下の事項を遵守できない参加者には、他の参加
者の安全を確保する観点から、大会への参加を取り消したり、途中退場を
求めたりすることがありうる。    

①会場への入場制限について     
県内感染症増加のため、拡大防止の観点から無観客試合とする。その
ため、会場に入ることのできる人を、登録監督・コーチ・選手のみと
する。      

②以下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。 
   ア 体調がよくない場合。(例: 発熱・咳· 咽頭痛などの症状があ 

る場合) 
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限や観察期間を必要とされ

ている地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある場
合。 

③参加者の全員がマスクを持参し着用すること。ただし、選手は競技中マス
クを外しても良い。また、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。       

④他の参加者、大会関係者等との距離 (できるだけ 2m 以上) を確保するこ 
 と 
⑤応援は拍手のみとすること。     
⑥試合前後の握手はせず、お互い向き合って一礼すること。  
⑦選手同士、あるいは選手と監督の接触を控えること。ただし、怪我や体調

不良等やむを得ない場合はその限りでない。    
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。 
        

（３）開会式 閉会式について      
開·閉会式の簡素化、または実施しない場合もある。  

        
（４）関係者の感染が判明した場合     

①臨時休校中の学校は出場できない。     
②部員又は監督・コーチの感染が判明した場合、または濃厚接触者と特定さ

れた場合は、医師の許可が出るまで出場できない。   
③団体戦に限り参加申込後の選手交代を認める。大会当日の監督者会議で監

督が申し出ること。     
    


