
  

  

  

令和元年度 リーグ戦会議   

  

議   題  

  

1. 令和元年度東海大学対抗テニスリーグ戦について  

  

2. 令和元年度東海大学対抗テニスリーグ戦 注意事項  

  

3. 締め切り日について  

  

4. オーダー規約  

  

5. 新１年生、新規登録者について  

  

6. 試合終了後について  

  

7. パンプレットについて  

  

8. 固定表について（後日掲載）  

  

9. オーダー用紙・スコアシートの書き方について（後日掲載）  

  

10. 担当学連について（当日配布）  
  

  

  

  



  

  

令和 元 年度 全日本大学対抗テニス王座決定試合 東海地区予選

東海大学対抗テニスリーグ戦注意事項  

  

1. 出場資格  

東海学生テニス連盟の４年制大学において登録年度数及び在籍年数４年以内とする。 

但し、医学部系においては登録年数６年以内、短期大学は２年以内とする。  

  

2. 組み合わせ  

・ 組み合わせは男子、女子ともに１〜５部は前年度順位に基づき以下の通りとする。  

(男子１〜６部、女子１〜５部)  

第１戦  第１位 対 第６位  第２位 対 第４位  第３位 対 第５位 

第２戦  第１位 対 第５位  第２位 対 第３位  第４位 対 第６位 

第３戦  第１位 対 第４位  第２位 対 第５位  第３位 対 第６位 

第４戦  第１位 対 第３位  第２位 対 第６位  第４位 対 第５位 

第５戦  第１位 対 第２位  第３位 対 第４位  第５位 対 第６位 

  

※各対戦は学連が定めた締切日までに終わらせるものとする。  

  

3. 順位決定  

順位は以下の順に決定する。  

  

① 完了試合数の多い大学を上位とする。ノーショー、リタイアをした試合は完了試合とは

ならない。（男子は 9 本、女子は 5 本の試合全てノーショー、リタイアした場合を団体

戦をノーショー、リタイアしたものとして扱う。）ただし、その相手大学は完了試合と

なる。例外としてリタイアした選手が医師の診断書または大会トレーナーの診断書を提

出した場合は完了試合とするが、リタイアした選手は同日の他の試合に出場することが

できない。  

  

② 勝率の高い大学を上位とする。  

 大学の勝率＝勝利した団体戦の数÷総対戦数（行った団体戦の数）  

  



③ 2 つの大学が同率になった場合は、直接対決の勝者を上位とする  

  

④ 3 つの大学が同率になった場合は、以下の要素で順位をつける。  

 ⑴勝ちポイント数の多い大学が上位  

 ⑵⑴が同じ場合、全試合の取得セット率が高い大学が上位  

  ※取得セット率＝取得したセット合計数÷全試合のセット合計数  

 ⑶⑵が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高い大学が上位  

  ※取得ゲーム率＝取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数  

  

⑤ ノーショウ、または失格者の取得ゲーム数は全て 0 とする。  

 〔例：3 セットマッチなら 60 60〕  

  

⑥ けが等によるリタイアの場合は、勝者はリタイア後の残りのゲームを全て勝ったとして

記録し、敗者はリタイアするまでにとったゲーム数を記録する。  

 [A 対 B の 3 セットマッチで、B が 63 22 の時にリタイアした場合、勝者は A でスコア

は 

A から 36 62 60 と記録する。]  

  

⑦ 上記各項で順位が決定しない場合は大会要項に明記する方法で順位を決定する。  

 （くじ引き、同順位、タイブレークゲームなど）  

  

 

4. コート選択権（２〜７部）  

  コート選択権は上位校にあり、コート選択はリーグ戦会議の時に行う。やむなく、  

  コートを変更する場合は対戦日より１週間前までに両校の合意のもと決定しなければ     

ならない。  

  

5. 試合形式  

・ 男子 ３セットマッチ各セット６−６後 ITF１２ポイントタイブレーク方式ダブルス 

３本  シングルス ６本 

・ 女子 ３セットマッチ各セット６−６後 ITF１２ポイントタイブレーク方式ダブルス 

２本  シングルス ３本  

  



6. 試合の順序  

原則として以上の通りである。但し、試合状況により大会委員会の判断でポイント決定

後打ち切ることがある。基本的に男子は３面進行、女子は２面進行で行うが、進行上の

都合それ以上になる場合もある。  

・ 男子  ダブルス   第３位から順次第１位まで       シ

ングルス  第６位から順次第１位まで・ 女子   ダブルス   

第２位から順次第１位まで       シングルス  第３位か

ら順次第１位まで  

※ シングルス No５、No６のレスト状況によっては No２、No３を先に入れるものと

する。  

  

  

  

  

  

7. 試合開始時刻  

・ １部  

   試合開始時刻は原則として男子、女子ともにダブルスを午前１０時とし、引き続き         

シングルスを行うものとする。  

・ ２〜７部  

試合開始時刻は原則として男子、女子ともにダブルスを午前 10時とし、引き続きシ

ングルスを行うものとする。但し、両校代表者によりこれを変更することができ

る。  

  ※時刻は時報（１１７）を基準とする。  

  

  

8. オーダー交換  

(1) 各種目試合開始前に指定されるコートに出場選手が必ず整列すること。整列してい

ない場合のみ当該選手の試合を没収試合とする。閉会宣言時には各種目出場選手が

整列する。このとき何らかの理由で整列できない場合には、事前にレフェリー（２

〜６部はレフェリーと担当学連と相手校）に申し出ること。尚、シングルスのオー

ダー交換は、ダブルスの試合終了後即座に行う。（オーダーを書き換える等の時間

は認める。）又、整列時はウェアーを着用しておく。ウォームアップスーツを着用



する場合も中にウェアーを着用していなければならない。着用してない場合は即座

に着替えさせる。（特にペナルティーは課さない）  

(2) 出場する選手は必ずオーダー交換時にサービスライン上に整列することを義務とす

る。また、サブメンバーに関しては後列に整列するかは各大学に任せるものとす

る。  

  

9. オーダーの変更オーダー交換後の変更は一切認めない。但し、次対戦に関してはオー

ダー規約に反しない限り以下のように認める。  

(1) 第 1 戦のオーダーを基本とする。  

(2) オーダー規約に基づき、出場順位の高い資格を有する選手から高い順位に入る。  

同等の資格を有する選手同士の順位は問わない。  

(3) 第 2 戦以降のオーダーは全試合基本オーダーに基づき、1 人の選手につき同等の

資格を有する前後 1 つの順位の選手との入れ替わりを認める。即ち 2 段階以上

の順位の異なる選手が逆になってはならない。  

(4) 同等の資格を有する選手の順位に関しては、比較する 2 人の選手が初めて同時

に出場したときのオーダーを基準とする。  

(5) 第 2 戦以降新たに選手を入れる場合、またはオーダー規約の順位に変更がある

選手を出場させる場合、入る場所は(2)に従い、新しく入った選手(またはオーダ

ー規約に変更があった選手)を除いた残りのメンバーの中で、(3)及び(4)に沿った

移動が可能である。  

(6) 単複 2 種目で同じ選手が 2 回出場することはできるが、同じ種目に 1 人の選手

が 2 回以上出場することはできない。  

(7) ダブルスのオーダーもシングルスと同様に考える。  

(8) 人数不足の際は、順位の高いほうから選手を入れていく。  

  

10. 服装  

(1) 服装はテニスウェアであれば色は問わない。男子はシャツ（T シャツは不可）にパ

ンツ、女子はワンピース又はシャツ（Ｔシャツは不可）にスコートあるいはショー

ツとする。尚、ウォームアップスーツ等の着用はウォームアップ時に限定する。寒

い場合はレフェリーの判断により認める。  

(2) ロゴは“JTA テニスルールブック”に基づき、違反ロゴに対するテープの使用は認

めない。  



(3) 大学のロゴについて大きさの規定はない。  

  

11. ベンチコーチ  

１面１名で 90 秒のエンドチェンジ間、120 秒のセットブレイク間以外に立ち上がった

り、選手に触れたり、話しかけたりしてはいけない。服装については問わないが必ずテ

ニスシューズを着用するものとする。またベンチコーチの通信機器の使用を禁止する。 

それに違反した場合  

  １回目 注意  ２回目 警告  ３回目 退場  

※その行為が故意的でないとしても同様である。また、退場した場合その試合中の代理

は認められない。  

(1) 資格  

    出場校のテニス部員で、東海学生テニス連盟に加盟している部員。それ以外のもの

は、大会を通じて１日につき２名までベンチコーチとして随時大会本部にて登録す

ることができる。（同日中の変更は認めない） 

(2) 入退場  

コートの入場回数は問わないが、交代は１試合につき１回のみとする。（交代はア

ップ開始時からの適用とする）但し、入退場に関してはコートレフェリーにその旨

を伝える。必ず 90 秒のエンドチェンジ間又は 120 秒のセットブレイク間に入退

場すること。  

(3) トイレットブレーク  

ベンチコーチ自ら申し出ることはできず、選手と同じ時にのみトイレットブレーク

をとることができる。これは交代には含まれない。しかし、トイレットブレーク中

に観客等の第３者と話した場合はベンチコーチに戻ることはできない。また、その

後のベンチコーチの補充もできない。  

  

12. ボールパーソン  

ボールパーソンをつけるかどうか、或いはどのようにつけるかは両校代表者の話し合い

で決めるものとする。ボールパーソンは１コート２名（各大学１名まで）、一切の応援

をしてはならない。選手、応援、ベンチコーチと会話してはならない、又触れてはなら

ない。  

それに違反した場合  

１回目   警告    

２回目   ボールパーソンの禁止、失点    

  ※その行為が故意的でないとしても同様である。  



  

13. 審判  

・ １部  

中立校から審判を出すものとする。  

・ ２〜７部  

原則として上位校がオーダーの奇数試合の SCU を出すものとする。  

14. オーダー  

選手出場順位はオーダー規約に従うものとし、学連提出用と相手校提出用の２通を用意

すること。尚、選手が必要本数に満たない場合は第１位より順に入れるものとする。  

15. 雨天及び日没  

  レフェリー又は両校代表者が、雨天及び日没により試合不可能と判断した場合、その対戦

の中止、中断、打ち切りをすることができる。  

・ １部  

    中止、中断の場合はその試合の再開の時刻及び会場はレフェリーによって決定される。  

  ・２〜７部中止、中断の場合はその試合の再開の時刻及び会場は、両校代表者によって決

定される。但し、次対戦前に終了させなければならない。決定後、両校代表者は担

当学連にその場で報告する。両校で意見が食い違った場合は、最初の決定日時はレ

フェリーが判断する。尚、中断の場合、サービスサイド、スコアー等の記録、ボー

ルの保管は当該選手の責任とする。  

  ※日没は新聞発表の時刻を原則とする。  

  

16. ウォーミングアップ及びコートチェンジ  

(1) 試合開始前のコートでのウォーミングアップは５分以内とする。  

(2) コートチェンジは９０秒以内、ポイント間は２０秒以内とする。  

(3) コートレフェリーに試合の進行を促されても試合に入らない場合は、随時ポイント

ペナルティ制度を適用する。  

(4) 雨天などで中断した試合を同１日中に再開する場合の練習。  

  15 分以下の中断  なし  

   15〜30 分の中断  ３分以内  

  30 分以上の中断  ５分以内  

  



17. 棄権  

自然的体力消耗（めまい）による試合中断は随時ポイントペナルティ制度を適用する。

尚、偶発的事故による怪我のために試合続行できなくなった場合は、１回の事故につき

１回だけ３分以内の治療を認める。  

※治療はコートで行うものとし、1 部ではオフィシャルトレーナーが行うものとする。  

※２ 部以下では、コート内に出場資格の有無に関わらず 1 名の入場を認める。  

この 1 名は MTO のたびに変わってもよい。ベンチコーチは治療の手伝いをしても

よい。  

    ※治療時間（メディカルタイムアウト）をとりたいときはベンチコーチが主審にその          

旨を告げ、主審からコートレフェリーに連絡するものとする。（２〜６部は主審が      

３分はかる。）  

※治療時間（メディカルタイムアウト）は治療開始から３分以内とする。  

  

18. 応援  

応援とは試合を盛り上げ、自校のチームを勝利に導くためのものであって相手校をやじ

るためのものではない。よって、相手校を侮辱する応援、ジェスチャー、器具（道具）

などを用いて相手校、相手選手、審判などの心理を攪乱させるような行動及びプレーの

妨げとなる行為をしてはならない。学生スポーツ精神に反し、良識を欠くとみなされる

場合には審判が客観的に判断し処分する。道具を使っての応援は一切禁止とする。  

※ 不正な応援に対する処分（応援者に対して）  

１回目   警告    

２回目   拍手のみの応援、失点    

３回目以降 応援の禁止、失ゲーム  

※ その行為が故意的でないとしても同様である。  

※ 自校の応援も選手がコントロールする義務がある。  

  

19. プレイヤー（選手）  

※ 学生スポーツマンシップに反し、コートマナー及び競技規制を厳守せず学生精神の

向上並びに学生テニス界の発展、統一に支障をきたす選手は当該ポイント失格のう

え幹事会において処分する。学生スポーツ精神に反する態度（暴力など）をとった

大学を全日本大学テニス王座決定試合に推薦しない場合がある。自校の応援も選手

がコントロールする義務がある。  

  



20. 試合球  

使用ボールは公認ダンロップフォートテニスボール（イエロー）とする。  

(1) １部  

ボールチェンジは９−11−11 とし試合中のパンク、ロストについては、コートレフ

ェリーが試合進行状況から判断し処置する。  

(2) 2～7部 

  ボールチェンジはファイナルチェンジとし試合中のパンク、ロストについては、両

校の合意で処理すること。奇数試合のボールは上位校、偶数試合のボールは下位校

が出すこととする。 

21. 没収試合   

(1) オーダー交換時に、出場選手が整列していない場合のその当該試合。(＊両校で時

計を事前に合わせていた場合のみ有効)  

(2) 試合開始の際、出場選手が試合に入らない場合のその当該試合。  

(3) オーダー規約に反した場合のその当該試合。（大会委員もしくはレフェリーが確認

したもののみ）  

(4) インプレー中に痙攣などでプレーが中断している場合、その選手にダブルスパー

トナーが触れたその当該試合。  

(5) 式次第の時、オーダー用紙が無い場合の当該試合。  

(6) オーダー用紙をオーダー交換時に持っていない場合の当該試合。  

(7) 「9. オーダーの変更」の規定を破ったその当該試合。  

(8) 過去の判例により“所属学部によってどの団体に所属するかが決まる”というも

のが決定されており、同じ大学でも別団体として扱う文章が存在しているためそ

れに該当する大学が該当する選手を出場させた場合の当該試合。  

※ 訂正する場合は２重線により認められる。ペナルティーは加算されない。  

  

  

22. 質疑、抗議  

・ 選手  

審判にそのプレーに対する判定に質疑することはできる。  

・ ベンチコーチ  

質疑・講義ともにできない。  



・ 質疑権所有者 

オーダーに対する質疑、試合進行に関する質疑を大学に代表してレフェリー、ディ

レクターと対応するものであって、プレー、判定、相手校の応援に対し質疑するも

のではない。（２〜７部は相手校に質疑の旨を伝えた上で試合にあった日に担当学連

に連絡し、その指示を仰ぐこと。）  

23. トイレットブレーク  

ウォームアップ中も試合中と同様回数に数える。選手がコートに戻った後残り時間を使

ってウォームアップを再開する。相手選手は待っている間、第３者とウォームアップす

ることはできない。コートレフェリーがついていく。（２〜７部は相手校の主務）終了

後は余りのレストの時間は使用できない。（90 秒以上かかった場合）また、終了後にベ

ンチ等に座ることはできない。  

・ 男子  

１試合にシングルス１回、ダブルス１組２回、トイレを理由に原則としてセットブ

レイク時に理にかなった時間（約５分間）でとることが出来る。但し、状態が深刻

であると判断した時は例外がある。  

・ 女子  

・ １試合にシングルス、ダブルス（１組）で共に２回、トイレ又は着替えのいずれかの

理由で理にかなった時間（約５分間）でとることが出来る。セットブレイク時が望ま

しい。但し、状態が深刻であると判断した時は例外がある。着替えはセットブレイク

時のみとする。  

  

24. 休憩  

一切認めない。  

  

25. ポイントペナルティ制度  

今大会はこの制度を採用する。この制度は、スポーツマンシップの高揚と試合秩序の維

持をはかり、コートマナー及び競技諸注意規則を厳守させることにある。ダブルスのペ

アの１人が犯した違反はペアに対して科される。  

  １回目 警告  ２回目 失点  ３回目以降 その都度失ゲーム  

 

26. その他  

コートを勝手に離れた場合  

 1 回目   警告  

 2回目   失格 



パラソルはチェンジコート間のみ開いてよい。  

その他のルールについては JTA ルールに基づく。  

  

  

  

  

締め切り日について  
⚫ 男子２部〜７部、女子２部〜６部  

  

第１戦  第２戦  第３戦  第４戦  第５戦  

7/1~7/17  7/17~7/31 8/1~8/15  8/16~8/31  9/1~9/15  

  

☆入れ替え戦  9/15～10/31  

＊上位校にコート選択権がありますが、上位校、下位校ともにリーグ候補日に

コートが使用できるかを確認しておいてください。（昨年、直前になってコー

トが使用できないという事例があったため）  

＊第 3 戦以降は夏休みの大学も多いため、平日も候補として予定の確認をお

願いします。  

＊エントリー会での予定日の話し合い時に、上位校と下位校とで意見が合わな

いことがないよう、また天候不順でリーグが行えなかったということがないよ

うに、できるだけ多くの候補日を検討するようお願いします。全日本大学対抗

テニス王座決定試合 東海地区予選東海大学対抗テニスリーグ戦 オーダー規約  

  

選手出場順位は以下の規定に基づくものとする。  

(1) シングルス  

1、本年度全日本学生テニス選手権大会(単)ベスト 8   

2、前年度全日本テニス選手権大会本戦(単)出場  

3、全日本学生テニスランキング(単)10 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   

4、本年度全日本学生テニス選手権大会(単)ベスト 16 進出者   

5、全日本学生テニスランキング(単)20 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   



6、JTA(単)ランキング 100 位以内(2018 年第 38 週時点)   

7、 本年度全日本学生テニス選手権大会(単)ベスト 32 進出者   

8、 全日本学生ランキング(単)40 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   

9、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 単本戦優勝

者  

10、 本年度全日本学生テニス選手権大会(単)出場者  

11, 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会ベスト 8 進

出  

12、 本年度全日本学生テニス選手権大会(単)予選出場者  

13、 前年度東海学生テニス単 TOP10 プレイヤー  

14、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 ベスト 16  

15、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 単本戦出場  

16、 本年度本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 単予

選決勝進出者  

17、 無資格者  

  

※ 3.5.8.は、試合前一週間を切らずに全日本学生単ランキングが更新された場合は更

新された全日本学生単ランキングを適用するものとする。  

※ 3.5.6.8.13.は、明らかに順位が上の者を上位とする。  

※ 1.10.11.は、当該大会において明らかに成績が上の者を上位とする。  

  

  

(2) ダブルス  

1、本年度全日本学生テニス選手権大会(複)ベスト 4  

2、前年度全日本テニス選手権大会本戦(複)出場  

3、全日本学生テニスランキング(複)10 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   

4、本年度全日本学生テニス選手権大会(複)ベスト 8 進出者   

5、全日本学生テニスランキング(複)20 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   

6、JTA(複)ランキング 100 位以内(2018 年第 38 週時点)   

7、 本年度全日本学生テニス選手権大会(複)ベスト 16 進出者   

8、 全日本学生ランキング(複)40 位以内(2018 年 9 月末発表時点)   



9、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 複本戦優勝

者  

10、 本年度全日本学生テニス選手権大会(複)出場者  

11, 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会ベスト 8 進

出  

12、 本年度全日本学生テニス選手権大会(複)予選出場者  

13、 前年度東海学生テニス複 TOP10 プレイヤー  

14、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 ベスト 16  

15、 本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 複本戦出場  

16、 本年度本年度東海学生春季テニストーナメント大会・東海学生テニス選手権大会 複予

選決勝進出者  

17、 無資格者  

※ 該当項目の和が少ないペアを上位とする。  

※ 3.5.8.は、試合前一週間を切らずに全日本学生複ランキングが更新された場合は更

新された全日本学生複ランキングを適用するものとする。  

※ 3.5.6.8.13.は、明らかに順位が上の者のいるペアを上位とする。  

※1.10.11.は、当該大会において明らかに成績が上の者のいるペアを上位とする。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

新１年生・新規登録者について  
  



新一年生または新規登録者をリーグ戦に出場させる場合、リーグエントリ

ー会に該当者の個人登録費明細表、令和元年度加盟校選手登録名簿を東海

学生テニス連盟 HP よりダウンロードし、学連のアドレスまでメールに添

付して送ってください。提出されていない場合は、リーグ戦に出場出来ま

せん。万が一、未登録選手がリーグ戦に出場した場合、当該試合が没収試

合となりますのでご注意ください。  

  

ご不明な点がございましたら本大会ディレクター 原彩花 までご連絡くだ

さい。    TEL 090-5278-9646  

  

  

試合終了後について  
  

(1) 試合終了後、勝利校がその日のうちに担当学連に LINE でスコアシー

トの写真とともに試合結果を報告してください。（『シングルス○本、

ダブルス○本、計○本で〜大学の勝ちです』）何かトラブルが起こった

場合は、必ずその際に伝え担当学連の指示を仰いでください。  

  

(2) 勝利校は相手校から学連提出用のオーダー用紙（シングルス・ダブル

ス）を受け取り、スコアシートに必要事項を記入し、自校の学連提出

用のオーダー用紙（シングルス・ダブルス）と合わせて東海学生テニ

ス連盟事務所(住所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南 29番 10号川

島第 2ビル 203号室)に速達で郵送してください。  

※ 速達郵便物（計５枚）       

・自校の学連提出用のオーダー用紙（シングルス・ダブルス）  

・相手校の学連提出用のオーダー用紙（シングルス・ダブルス）  

 ・スコアシート  

  



パンフレットについて  
今年度のリーグのパンプレットを各大学男女 1 部ずつ無料配布します。

それ以外での購入を希望する大学は、エントリー費明細のパンフレット

欄に冊数をご記入ください。金額は、１冊 １，０００円とします。  

  


