
（１）大会参加について

① 監督は、以下の４種類の書類を作成すること。

[別紙１] 出場選手の体調記録をおこなうこと。

[別紙２] 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] 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。

学校関係者全員分を集約し、[別紙２]同様に、提出をすること。

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

感染症防止の観点から、来場する保護者は登録選手1名につき1名とし、学校関係者以外の

来場は認めない。

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。

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。

⑨ 当日は他競技の大会関係者や一般の利用者も多数おられるため、公共交通機関等や一般の

駐車場を利用し、公園内の駐車場を使用しないこと。

（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 臨時休校中の学校の出場は認めない。

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 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。

※原本：選手→監督→校長へ提出（学校が大会終了後３週間保管）
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［学校関係者名簿］ 来場する保護者/引率者以外の教員の名簿であり、事前に来場する



※コピー：監督→本部へ提出
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◎ 当日運動公園内の駐車場は他競技関係者や一般の利用者も使用されるため、公園内駐車場の
ご利用はお控えいただくようよろしくお願いいたします。

◎ 会場内では、必ずマスクを着用し、密を避け、大きな声での会話や応援をお控えください。
◎ 試合の合間など待機される場合は、テニスコート付近は避け、周囲となるべく距離がおける場所
で待機していただきますようお願いいたします。

◎ 保護者の入場制限は、登録選手1名につき１名となります。
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監督・引率の先生方へ

福岡市テニス専門部長 三浦 広騎

当日の日程

8：00～ 開園

8：15～ 監督会議（大会本部） 監督は集合してください。

8：30～ 受付 選手が揃っていることを確認して監督が受付してください。

9：00～ 諸注意（１日目） 監督、引率者、選手はお集まりください。

9：20～ 競技開始 競技順番は本部のホワイトボード(オーダーオブプレイ)で

確認してください。

※選手はオーダーオブプレイをこまめに確認してください。

駐車場について

【西部運動公園】

テニス競技福岡市大会では、周辺の交通事情や選手の安全の確保のため保護者の方の西部運動公園の

駐車場の使用を禁止としています。公園周辺に路上駐車することは道路交通法も含め禁止されておりま

すのでご注意ください。西部運動公園を利用したある競技では、路上駐車があまりにも酷く、警察車両が

出動するまでの事態になっております。公園管理会社側からも使用状況によっては来年度以降の中体連

の使用をお断りすると言われております。選手の安全確保かつ福岡市中学校テニスの発展のためにも、

応援の保護者の方に路上駐車の禁止を呼びかけてくださいますようご協力をお願いいたします。

【桧原運動公園】

西部運動公園と同様に保護者の方は一般のパーキングをご利用ください。監督の先生方は第二駐車場

(41 台)をご利用ください。駐車場付近は道が狭く、乗り降りで止められると大変危険ですので、乗り降り

や荷物の積み下ろしは第一、第三駐車場をご利用ください。

駐輪場について

西部運動公園：クラブハウス周辺にじゃまにならないように駐輪してください。（別紙参照）

桧原運動公園：ため池の周辺に邪魔にならないように駐輪してください。なお、公園内では見通しが悪

いところがありますので必ず自転車を降りてください。(別紙参照)

タープテント・ブルーシートなどの設置について

【西部運動公園】

芝生公園での利用を許可されております（別紙参照）。当日は一般利用の方もいらっしゃいますので、

遊具広場には基本的に立ち入らないようにしてください。

【桧原運動公園】

管理事務所前は設置が禁じられております。応援席での設置をお願いします。（別紙参照）



トイレの利用について

テニスクラブハウス内および管理事務所内の生徒のトイレ利用を禁止します。

クラブハウスの利用について

クラブハウスへの生徒の入場を禁止します。

コート外での練習について

コート外でのボールを使った練習および壁打ちコート、他のコートの使用は禁止します。ラケットの素

振りをするときは、周囲に十分気をつけてください。

ＩＤカードについて

受付の際、引率の先生方には ID カードをお渡ししております。お帰りになるときは、その旨のお声掛

けと ID カードの返却をお願いいたします。

試合進行について

競技は大会要項『４．競技規則』にしたがって進行します。ただし、会場の生徒人数をなるべく抑える

こと、熱中症のリスクを回避するために、今年度は SCU をつけずセルフジャッジとします。円滑なジャ

ッジができなければ試合の進行に支障をきたしますので、ルールの確認と注意事項を周知してください。

体調管理について

当日はかなり暑くなることが予想されます。選手の安全確保・危機管理の面からも、生徒をしっかりと

監督するようにお願いします。応急処置ができるものは最小限しか本部にありません。各中学校でご用意

ください。AED は管理事務所にあります。

県大会出場申込について

個人戦：７月 19 日（月）15:00～17:00

20 日（火） 8:30～12:30 時間厳守

場所：福岡市中体連事務局（福岡市立姪浜中学校）へ直接持参する。

団体戦：７月 23 日（金）8:30～12:30 時間厳守

場所：福岡市中体連事務局（福岡市立姪浜中学校）へ直接持参する。

大会申込用紙は，福岡県中学校体育連盟からダウンロードできます。

【注意事項】

・訂正印は校長印しか受け付けられません。私印を押さないようにしてください。

・修正液，修正テープの使用はできません。

訂正があると，受け付けてもらえませんので、間違いがないか必ず確認されてください。



駐 輪

テント・ブルー

シート許可

駐輪場

テント許可

桧原運動公園

第２駐車場

第３駐車場

第１駐車場



監督・引率の先生方へ 

福岡市テニス専門部長 三浦 広騎 

当日の日程 

  8：00～ 開園      

8：15～ 監督会議（大会本部）  監督は集合してください。 

8：30～ 受付          選手が揃っていることを確認して監督が受付してください。 

   9：00～ 諸注意（１日目）     監督、引率者、選手はお集まりください。 

9：20～ 競技開始        競技順番は本部のホワイトボード(オーダーオブプレイ)で 

確認してください。 

※選手はオーダーオブプレイをこまめに確認してください。 

 

駐車場について 

【西部運動公園】 

テニス競技福岡市大会では、周辺の交通事情や選手の安全の確保のため保護者の方の西部運動公園の

駐車場の使用を禁止としています。公園周辺に路上駐車することは道路交通法も含め禁止されておりま

すのでご注意ください。西部運動公園を利用したある競技では、路上駐車があまりにも酷く、警察車両が

出動するまでの事態になっております。公園管理会社側からも使用状況によっては来年度以降の中体連

の使用をお断りすると言われております。選手の安全確保かつ福岡市中学校テニスの発展のためにも、

応援の保護者の方に路上駐車の禁止を呼びかけてくださいますようご協力をお願いいたします。 

 

【桧原運動公園】 

西部運動公園と同様に保護者の方は一般のパーキングをご利用ください。監督の先生方は第二駐車場

(41台)をご利用ください。駐車場付近は道が狭く、乗り降りで止められると大変危険ですので、乗り降り

や荷物の積み下ろしは第一、第三駐車場をご利用ください。 

 

駐輪場について 

西部運動公園：クラブハウス周辺にじゃまにならないように駐輪してください。（別紙参照） 

 桧原運動公園：ため池の周辺に邪魔にならないように駐輪してください。なお、公園内では見通しが悪

いところがありますので必ず自転車を降りてください。(別紙参照) 

 

タープテント・ブルーシートなどの設置について 

【西部運動公園】 

芝生公園での利用を許可されております（別紙参照）。当日は一般利用の方もいらっしゃいますので、

遊具広場には基本的に立ち入らないようにしてください。 

 

【桧原運動公園】 

 管理事務所前は設置が禁じられております。応援席での設置をお願いします。（別紙参照） 

 



トイレの利用について 

テニスクラブハウス内および管理事務所内の生徒のトイレ利用を禁止します。 

 

クラブハウスの利用について 

クラブハウスへの生徒の入場を禁止します。 

 

コート外での練習について 

コート外でのボールを使った練習および壁打ちコート、他のコートの使用は禁止します。ラケットの素

振りをするときは、周囲に十分気をつけてください。 

 

ＩＤカードについて 

受付の際、引率の先生方には IDカードをお渡ししております。お帰りになるときは、その旨のお声掛

けと IDカードの返却をお願いいたします。 

 

試合進行について 

競技は大会要項『４．競技規則』にしたがって進行します。ただし、会場の生徒人数をなるべく抑える 

こと、熱中症のリスクを回避するために、今年度は SCUをつけずセルフジャッジとします。円滑なジャ

ッジができなければ試合の進行に支障をきたしますので、ルールの確認と注意事項を周知してください。 

 

 

 

 

 

 

体調管理について 

当日はかなり暑くなることが予想されます。選手の安全確保・危機管理の面からも、生徒をしっかりと

監督するようにお願いします。応急処置ができるものは最小限しか本部にありません。各中学校でご用意

ください。AEDは管理事務所にあります。 

 

県大会出場申込について 

個人戦：７月 19日（月）15:00～17:00 

20日（火） 8:30～12:30  時間厳守 

  場所：福岡市中体連事務局（福岡市立姪浜中学校）へ直接持参する。 

団体戦：７月 23日（金）8:30～12:30  時間厳守 

  場所：福岡市中体連事務局（福岡市立姪浜中学校）へ直接持参する。 

大会申込用紙は，福岡県中学校体育連盟からダウンロードできます。 

【注意事項】 

 ・訂正印は校長印しか受け付けられません。私印を押さないようにしてください。 

 ・修正液，修正テープの使用はできません。 

訂正があると，受け付けてもらえませんので、間違いがないか必ず確認されてください。 
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