
令和４年度福岡県中学校総合体育大会  

第９回福岡県中学校テニス大会 

 

１ 日 時   【１日目】令和４年７月２７日（水） ※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４年７月２８日（木）  ※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４年７月２９日（金） ※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    



所在地：福岡県春日市原町３丁目１－４（092-573-4200） 

 

３ 開・閉会式について 

 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。 

○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。） 

 

          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】                     【開会式】            【閉会式】 

１ 開式通告                   １ 開式通告           １ 開式通告 

２ 優勝旗返還及びレプリカ贈呈    ２ 競技上の注意         ２ 成績発表 

３ 大会会長挨拶                   ３ 閉式通告            ３ 表彰 

４ 競技上の注意                                         ４ 講評 

５ 選手宣誓                                            ５ 閉会宣言 

６ 閉式通告                                   ６ 閉式通告 

４ 前日練習は行わない 



 

５ 会場周辺地図および駐車場 

 

○保護者による送迎は，駐車場での混雑を避けるため，第５駐車場のみをご利用ください。 

 

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】 

〇アンダーシャツ及びスパッツの着用を単色であれば認める。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。 

〇シャツは半袖のものとし, 襟なしゲームシャツの着用を認める。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，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。 

【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。ステンシルマークは不可。 

【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) 

                                            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・コーチは，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。 

 

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。 

○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。）  

 

④応援について 

  ○鳴り物等による応援は禁止とし，拍手のみの応援とする。 

 

⑤会場からのお願い 

○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。 

○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 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。 

○J アラート警報が出された際には、大会を一時中断する。警報が解除され次第、大会を再開する。 

７、感染症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５種類の書類を，県中体連 HP からダウンロードし，保管・提出できるよう用意するこ

と。 [別紙１] 体調記録表（学校が大会終了後２週間保管） 

                  ：出場選手の体調記録をおこなう。  

         [別紙２] 大会当日体調記録表（大会本部へ大会当日に提出） 

                  ：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] 来場者体調記録（大会本部へ大会当日に提出） 

    ：来場者は，大会当日の検温結果と各質問項目を記録し，会場入場の際に受付に提出する。 

 [別紙４] 行動履歴書（個人が保管） 

    ：選手・応援生徒・監督・引率教員は，大会２週間前より記録する。 

                   ※罹患者が発生した場合は，提出が必要となる場合がある。 

      [別紙５] 参加同意書（学校が保管） 

 [別紙６] 応援者等大会当日体調記録表 （大会本部へ大会当日に提出） 

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   

  感染症拡大防止の観点から，会場への入場制限を行うことがある。 



   ②体調がよくない(例: 発熱・咳· 咽頭痛などの症状がある）場合は, 自主的に参加を見合わせること。  

      ※新型コロナウイルスに対するワクチン接種による発熱については対象外とする。ただし，発熱以外 

の症状がみられる場合は，関係機関の検査の結果による。 

   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。  

 

 （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部員又は監督・コーチの感染が判明した場合や濃厚接触者と特定された場合は，各校において学校長に 

より安全が確認された場合のみ参加できるものとする。 

      ②参加申込後の選手交代を団体戦のみ認める。大会当日の監督者会議で監督が申し出ること。  

      ③発熱等の症状がみられる場合，大会出場を認めない。   

      ④大会当日，急に症状が出た場合は，保護者及び学校管理職に連絡し帰宅させること。 

 

８ 実行委員会 
筑前地区中体連理事長 志免町立志免中学校 

辻 慎介 
ＴＥＬ ０９２－９３５－００６４ 
ＦＡＸ ０９２－９３５－２５９０ 

福岡県中体連テニス競技 私立筑陽学園中学校 ＴＥＬ ０９２－９２２－７３６１ 



専門部長 稲住 哲朗 ＦＡＸ ０９２－９２８－３６９７ 
筑前地区中体連剣道競技 

専門部長 
私立筑陽学園中学校 

岡田 幸浩 
ＴＥＬ ０９２－９２２－７３６１ 
ＦＡＸ ０９２－９２８－３６９７ 

 

        


