
 

令和３年度第６１回福岡市中学校総合体育大会 

テ ニ ス 大 会 要 項 

主催／福岡市教育委員会 

福岡市中学校体育連盟 

 

１．日  時  令和３年 7 月 17 日(土)個人戦 受付 8：30 開始式 9：00 競技開始 9：20 

18 日(日)個人戦 受付 8：30 競技開始 9：00 

団体戦 原則として個人戦終了時より競技を開始するが，団体

戦に出場する選手全員が，個人戦で敗退した場合，個人戦と並

行して競技を行うことがある。 

22 日(木)個人戦予備日 

団体戦 受付 8：30 競技開始 9：00 

※ただし，出場数および試合の進行状況によっては，２日間で 

終了する場合もある。 

 

２．場  所  7 月 17 日（土）  女子：桧原運動公園テニスコート 

福岡県福岡市南区桧原 5-30-1   Tel: 092-566-8208 

男子：西部運動公園テニスコート 

福岡県福岡市西区飯盛 385     Tel: 092-811-5625 

7 月 18 日（日）, 22 日（木） 

男女ともに西部運動公園テニスコート 

 

３．競技方法 （１）個人戦シングルス・個人戦ダブルス・団体戦を行う。 

（２）個人戦シングルス・個人戦ダブルスともトーナメント方式とするが，団体戦 

は出場校数が決定した後,トーナメント方式で行うかリーグ戦で行うかを専門

委員会で判断する。 

（３）試合は 1 セットマッチ(6 ゲームズオール後タイブレイク)を原則とするが，天 

候等の事情によって，短縮措置をとる場合がある。 

（４）団体戦は，３シングルスと２ダブルスの対抗戦とする。同一対戦中は，同一 

選手がシングルスとダブルスの両方に出場することはできない。団体のチー 

ム編成は，監督１名，コーチ１名，選手７名，控え３名以内,とする。試合順 

はＤ2→Ｄ1→Ｓ3→Ｓ2→Ｓ1 とする。初戦は（どちらか一方でも）５ポイン 

トとも対戦し,２回戦からは３ポイント先取とする。 

（５）審判は敗者による SCU（ソロチェアアンパイア）とする。１Ｒは大会本部協

議の上，個別に依頼する。なお、状況により SCU を置かない場合がある。 

 

４．競技規則   （１）令和３年度(公財)日本テニス協会競技規則，並びに本大会規則による。 

（２）使用球はダンロップ AO とする。 

（３）引率・監督は，出場校の校長・教員・部活動指導員とする。コーチについて 

は，出場校の教育職員（部活動指導員を含む）とする。ただし，教育職員 

（部活動指導員を含む）以外のコーチは，学校長が認め，市中体連に登録し 

承認を受けた者とする。 

（４）個人戦競技前に，監督会議を行う。 

（５）団体戦のオーダーは２部作成し，試合前までに本部と挨拶の時に相手校に提 



 

出する。 

（６）団体戦の場合，監督・コーチは挨拶に立ち会うこと。団体戦のみ，団体戦登 

録選手，監督及びコーチのいずれかはベンチコーチとして，各コートに最大 

１名のみ入ることができる。個人戦のベンチコーチは認めない。それ以外の 

外部からのコーチングは一切禁止する。電源を切らない移動式通信機器のコ 

ート内持ち込みは禁止する。 

（７）選手の服装・道具は，以下の通りとする。 

・コマーシャルロゴは認めない。（三本線の入った adidas のウェアは, その 

柄をロゴと見なす。）ただし，学校名・校章等を片袖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。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 

に関しては襟・袖なしを可とする。 

・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。（ただし，片袖に学校名を刺繍することは認める） 

・前身ごろ，後身ごろ，えりには，13 平方㎝以下の製造業者ロゴ２つ，また 

は 26 平方㎝ 以下の製造業者ロゴ１つまで認める。 

【ショーツ・スコート・パンツ】 

・13 平方㎝以下の製造業者ロゴ２つ，または 26 平方㎝以下の製造業者ロゴ１ 

つまで認める。コマーシャルロゴは付けられない。 

【ワンピース】 

・ウエストから上部はシャツ，下部はスコートとみなす。 

【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。製造業者ロゴの数に制 

限はない。 

・製造業者ロゴの大きさは 13 平方㎝以下とする。 

【ラケット】 

・フレームの製造業者ロゴに大きさに数の制限はない。ステンシルマークは 

不可とする。 

【帽子・ヘッドバンド・リストバンド】 

・13 平方㎝以下の製造業者ロゴ１つまで認める。 

【バッグ・タオル】 

・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。 

 福岡 上智福岡 

小原 哲 

(ゼッケン例) 



 

・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。 

【その他】 

・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。 

・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。 

（８） 試合について 

【審判 ～ソロチェア・アンパイア～について】 

「ソロチェア・アンパイア」は日本テニス協会公認のルールブックにおいて，以

下の通りに規定されている。以下 SCU と記す。 

 

1. SCU はライン以外の判定を行う。 

2. プレーヤー・チームは自分側のラインを判定する。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し次の通り処理する。ただし，プレーヤー・ 

チームがアピールした後にオーバールールすることはできない。（詳細は省略） 

3. 「レット」，「ネット」は SCU がコールする。プレーヤーが誤って「レット」または「ネット」をコ 

ールした場合以下のように処理する。（詳細は省略） 

 

※ルールブックには上記の規定があるが，本大会では SCU の役割を以下の通りとする。 

 

① 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，試合は選手同 

士の「セルフジャッジ」で進めていく。 

② 選手が，故意に自分に有利なジャッジをしていると判断した場合，手を挙げ専門委員を呼ぶ。 

 

【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）番号の人，ペアはあらかじめ本部にボールを取りにきておくこ 

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。 

・サーバー側の選手は，サーブを打つ前に大きな声でポイントをコールすること。 

【試合後】 

・試合終了後，勝者と SCU は共に本部に行き，両方の選手のサインの入った「結果 

報告用紙」を提出する。敗者は，そのまま試合をしたコートに残り，次の試合の 

SCU 行う。なお，最初の試合の SCU は大会本部で指名する。団体戦では相互審と 

なることがある。 

        （９）特別ヒートルールを適用する。 

・大会本部が計測する気温を参考に、３５℃以上を超えた場合に適用する。適用 

する場合は大会本部からアナウンスを行う。 

・ゲームカウント５－５時に、ベンチでの５分間の休憩を与える。その際、物資 

の提供は認めるが、選手がコートを離れたり、コート外からのアドバイスや関 

係者がコートに入ることは禁じる。団体戦の場合も、選手とベンチコーチとの 



 

接触を禁じる。 

・日本テニス協会が定めるヒートルールとは異なる。 

 

５．使 用 球 ダンロップ AO 

 

６．参加資格 （１） 令和３年度に福岡市の中学校に在籍している中学生とする。 

（２） 個人戦シングルス・個人戦ダブルス・団体戦ともフリーエントリーとする。 

ただし個人戦シングルスと個人戦ダブルスに重複して出場することはできない。 

団体戦，個人戦ダブルスのチーム・組は同一中学校の生徒とする。 

（３） 市大会（個人戦シングルス・個人戦ダブルス)に参加しない選手は上位大会 

に出場できない。 

 

７．表  彰                優勝者・2 位・3 位には賞状を，団体戦優勝校には杯を授与する。 

 

８．申し込み （１）    申し込みは，所属中学校を通じて行う。 

（２）    申し込みは，校長印を捺印した文書によるものと，電子メールを通じたも 

のの，両方で行う。 

（３） 申込用紙は，各自で福岡市中学校体育連盟のホームページよりダウンロード 

すること。 

（４） 申込締切 

○Eメール申し込み 令和３年 6 月２９日(火) 必着 

申込先 fpatennis@gmail.com 

○文書による郵送申し込み 令和３年 6 月２９日(火) 必着 

申込先 〒812-0027 

福岡県福岡市中央区御所ヶ谷 7 番 1 号 

福岡雙葉中学校 三浦広騎  Tel: 092-531-0438 

 

９．組 合 せ   福岡市中学校体育連盟のホームページに，7 月 6 日(火)以降にアップロードする。 

 

10．そ の 他          （１） 福岡市中学校体育連盟遵守事項厳守のこと。 

（２）本大会において県大会への出場資格を得た場合は，参加義務を負う。 

（３）競技前に，服装・マナーチェックを行い，あらためることができない場合は出 

場停止もありうる。 

（４）ＡＥＤの設置場所は管理棟である。 

（５）監督は，本大会要項，要覧，申し合わせ事項，競技上の注意，会場使用上の注 

意やマナー等について，関係するすべての生徒及び保護者を含む大会参加者に 

周知徹底させるものとする。 

（６）全国瞬時警報システム（J アラート）が鳴った場合，試合を一時中断し，安全 

を確保する。警報が解除され次第,専門部の指示に従って試合を再開する。 

（７）「福岡市中学校体育大会開催にあたっての感染拡大予防ガイドライン」を順守

すること。 
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48 山地　凰介 (能古①) 96 菊竹　烈 (多々良③)

47 平山　竜之介 (姪浜②) 95 吉原　麗偉 (内浜②)

46 森田　宗生 (当仁①) 94 西村　涼吾 (西南学院③)

45 中村　俊貴 (野間③) 93 阿部　快希 (壱岐②)

44 松本　真一 (東住吉①) 92 脇坂　琉已 (上智福岡②)

43 沼田　昊樹 (東福岡自彊館②) 91 西村　遼人 (春吉③)

42 阿部　快璃 (壱岐③) 90 古賀　隆之介 (金武③)

41 曙　晃汰 (長丘②) 89 貞松　憲人 (平尾②)

40 吉岡　航汰 (西南学院③) 88 疋田　篤道 (東福岡自彊館③)

39 新立　実 (中村三陽③) 87 宇野　孝太郎 (次郎丸③)

38 藤木　煌惺 (上智福岡③) 86 中島　宏晄 (多々良中央②)

37 梁瀬　大地 (和白③) 85 髙屋　翔大 (野間③)

36 末竹　徹平 (友泉①) 84 桑原　泰士 (香椎第１①)

35 指方　琉生 (西南学院③) 83 菊地　陽太 (玄洋②)

34 江島　梨兵 (香椎第２①) 82 肘井　優和 (筑紫丘③)

33 谷口　陽生 (中村三陽①) 81 道津　椋太 (東住吉②)

32 武末　柑太 (早良③) 80 野口　颯太 (箱崎②)

31 國﨑　梨仁 (百道③) 79 宮迫　蒼空 (西南学院③)

30 阿部　流成 (附属福岡③) 78 清武　亮太 (中村三陽②)

29 杉山　玄真 (多々良①) 77 高柳　海音 (姪浜③)

28 山口　蓮太郎 (香椎第１①) 76 光永　大希 (上智福岡③)

27 橋本　卓磨 (上智福岡②) 75 中村　暁昌 (城西②)

26 西本　祐貴 (野間②) 74 下川　柊 (箱崎清松②)

25 秋山　直毅 (壱岐丘②) 73 𠮷野　陽翔 (照葉②)

24 大久保　蒼 (箱崎清松①) 72 西　美晴 (城南②)

23 濵田　和杜 (長丘③) 71 中山　堺渡 (姪浜②)

22 中村　太一 (松崎②) 70 渡邊　澪 (上智福岡②)

21 土屋　直太 (城西③) 69 飛永　泰知 (能古①)

20 森田　国生 (附属福岡③) 68 今村　荘介 (附属福岡③)

19 上野　湧矢 (上智福岡③) 67 太田　晃士郎 (野間②)

18 山下　大輝 (中村三陽①) 66 平岡　将 (西南学院③)

17 古賀　作太郎 (香椎第１②) 65 大木　将琥 (中村三陽③)

16 梅林　大輝 (照葉②) 64 野田　健太 (長尾③)

15 井上　美海 (城南①) 63 小田部　尊 (内浜②)

14 吉田　翼 (西南学院③) 62 牧野内　明寿人 (高取①)

13 原島　侑作 (平尾①) 61 國松　藍人 (和白③)

12 坂田　旺志朗 (花畑③) 60 城下　潤 (和白丘②)

11 上田　紡弘 (内浜②) 59 牛尾　優希 (上智福岡②)

10 藤木　柊和 (西南学院③) 58 高野　悠聖 (筑紫丘③)

9 吉冨　颯汰 (東住吉②) 57 井上　璃士 (姪浜①)

8 小川　真太朗 (筑紫丘③) 56 山本　恵太郎 (長丘②)

7 髙荒　裕叶 (姪浜②) 55 金子　隼冬 (香椎第２①)

6 光武 　拓海 (沖学園①) 54 深川　遼真 (百道②)

5 bye 53 下川　啓 (箱崎清松②)

4 小野山　大介 (百道①) 52 山之内　拓望 (東福岡自彊館②)

3 髙田　望夢 (上智福岡③) 51 川崎　友幹 (野間①)

(壱岐丘②)

2 菅　大翔 (野間①) 50 西村 結翔 (三宅①)

男子シングルス

1 栄　圭吾 (友泉③) 49 安藤　大和
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上村　秀蔵 本間　友一郎
岩原　剛志 藤瀬　純平

小畑　尚央
岡本　佳大

藤井　響生 大竹　孝明
青木　貴大 西山　修斗

兒玉　陸人 宮本　創悟
吉田　悠人 相馬　賀胤

青木　優空 上野　航暉
香谷　太一 福島　将

原　亜斗夢 鐘ヶ江　舞空
和田　怜苑 中島　大翔

川越　悠惺 吉村　理志
大谷　昊生 近藤　貞治

岡本　光生 稲盛　掌真
神武　秀成 木原　聡志

尼ヶ崎　滉青 中沢　耀太
福田　瞬大 宮本　侑征

枌　倫史 清水　龍之介
水町　義彦 古賀　睦隼

片渕　壮司 安部　拓斗
古賀　亮多 江崎　碧

川岡　大心 岩永　恵太郎
藤本　玲也 水間　健太

清水　凰聖 岸岡　悠亜
渡辺　航一 松尾　昊亮

岸原　大昂 大城　一真
諸冨　巧武 黒木　悠晴

上松　岳史
髙田　遼太

小沼　太一 山内　壮眞
龍　大輝 高原　涼

16 (上智福岡③③) 32 (梅林③②)

14 (西南学院②②) 30 (上智福岡②②)

15 (西南学院②②) 31 bye

12 (東福岡自彊館③③) 28 (上智福岡③③)

13 (東福岡自彊館③③) 29 (西南学院③③)

10 (西南学院③③) 26 (東福岡自彊館③③)

11 (西南学院②②) 27 (西南学院③③)

8 (東福岡自彊館③③) 24 (城南①①)

9 (中村三陽③②) 25 (西南学院③③)

6 (西南学院②②) 22 (東福岡自彊館③③)

7 (西南学院②②) 23 (西南学院②②)

5 (上智福岡②②) 21 (上智福岡③③)

4 (東福岡自彊館③③) 20 (東福岡自彊館③③)

3 (西南学院②②) 19 (西南学院③③)

2 bye 18 (西南学院②②)

男子ダブルス

1 (姪浜③③) 17 (青葉②②)



第７回　福岡市中学校テニス大会
2021/7/17　桧原運動公園　7/18,7/22  西部運動公園、

20 石橋　空 (梅林③) 40 木村　英梨加 (三宅②)

19 藤本　和心 (福大附属大濠③) 39 佐藤　新夏 (老司②)

18 住吉　彩 (香椎第３③) 38 河合　晴菜 (照葉③)

17 香月　凛々子 (上智福岡③) 37 草本　結宇 (福岡雙葉①)

16 坂丸　媛香 (福岡雙葉③) 36 畠田　倫子 (高取②)

15 有光　結衣 (福大附属大濠②) 35 山下　陽花里 (野間②)

14 鹿島　蒼唯 (野間②) 34 井ノ口　奈音 (上智福岡③)

13 古川　紗衣 (福岡雙葉①) 33 吉川　英美里 (福大附属大濠②)

12 阿南　比奈子 (三宅②) 32 木村　百花 (筑紫女学園②)

11 矢野　ひまり (箱崎②) 31 樋口　うた (箱崎③)

10 吉武　莉菜 (香椎第２②) 30 加茂尾　凛 (松崎②)

9 大野　琳加 (野間①) 29 今村　藍梨 (福岡雙葉②)

8 上田　景子 (福大附属大濠③) 28 池田　和奏 (上智福岡③)

7 佐伯　柑奈 (板付①) 27 舟木　知里 (福岡女学院①)

6 久津間　千紗 (下山門③) 26 小野　心菜 (福大附属大濠②)

5 藤村　真衣 (上智福岡③) 25 石川　栞音 (香椎第３③)

4 尾林　沙紀 (柏原③) 24 宮里　瑞季 (城香③)

3 中原　碧音 (松崎①) 23 宮本　理子 (福大附属大濠②)

(野間③)

2 友枝　夏蓮 (福岡雙葉①) 22 村上　マーヤ (内浜①)

女子シングルス

1 水口　由貴 (城西③) 21 逆瀬川　美冬



第７回　福岡市中学校テニス大会
2021/7/17　桧原運動公園　7/18,7/22  西部運動公園、

プリッチャード百恵 森田　有香
山下　真理亜 緒方　奈々

萩原　愛理 髙木　咲絵
佐伯　茉桜 山野　ことり

菅沼　愛加 高嶺　華蓮
光山　穂菜実 日髙　蓮

木田　南々子 太田　百音
住田　桃子 早野　未悠

田中　利咲 小川　優
鈴木　ひなの 木原　志穂

日髙　華奈 實松　紅
荒木　美鈴 末吉　華菜

宮原　美陽 吹田　優希
永原　侑 舌間　綿花満

甲斐　玲羽 黒江　薫子
片岡　なつ 藤原　芳宇

永井　沙奈 樺山　和花
井上　衣麻 峰　清香

山内　楓 上堀内　ゆい
小林　サラ 中嶋　文萌

9 (上智福岡②②) 19 (福岡雙葉①①)

10 (福岡雙葉②②) 20 (香椎第３③③)

7 (福大附属大濠③③) 17 (上智福岡③③)

8 (福大附属大濠③③) 18 (福大附属大濠②②)

5 (上智福岡②②) 15 (福大附属大濠③③)

6 (福岡女学院③③) 16 (福岡女学院③③)

3 (福岡女学院②①) 13 (福岡女学院②②)

4 (福大附属大濠②②) 14 (上智福岡②②)

女子ダブルス

1 (多々良③③) 11 (上智福岡③③)

2 (福大附属大濠②②) 12 (福岡雙葉②②)



第７回福岡市中学校テニス大会
2021年7月17日(土）男子：西部運動公園テニスコート、女子：桧原運動公園テニスコート

　　　　　　18日(日), 22日（木）西部運動公園テニスコート
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