
 
 

令和４年度 

長野県高等学校総合体育大会 

テニス競技南信大会 

 
 
 【主 催】 南信高等学校体育連盟  長野県高等学校体育連盟  長野県教育委員会 
 
 【主 管】 南信高等学校体育連盟テニス専門部  長野県高体連テニス専門部 
 
 【日 程】 

５月１２日（木） 団体戦・個人戦男女シングルス２Ｒまで 
 団体戦受付     ８：００ ～ ８：２０    監督者会議  ８：１０ ～ 

   公式練習   ８：１０ ～ ８：３０ 
   選手ミーティング  ８：３５ ～ 
   競技開始（団体戦）  ９：００ ～ 
   個人戦シングルス受付 １０：３０ ～ 
   団体戦表彰式 １６：００ ～（時間は変更となる可能性があります。） 
    ※試合時間は、最長１９：００までとなる可能性があります。 
 
    １３日（金） 個人戦男女シングルス４Ｒまで 男女ダブルス３Ｒまで 

 シングルス受付   ８：００ ～ ８：２０ 
   公式練習      ８：０５ ～ ８：２０（男子） ８：２０ ～ ８：３５（女子） 

監督者会議     ８：１０ ～  
選手ミーティング  ８：４０ ～ 
競技開始      ８：５０ ～ 
ダブルス受付 １１：００ ～  

    ※試合時間は、最長１９：００までとなる可能性があります。 
                             
    １４日（土） 個人戦男女シングルス・ダブルス 順位決定戦 
   シングルス受付   ８：００ ～ ８：２０ 
   公式練習      ８：０５ ～ ８：２５   監督者会議  ８：１０ ～ 

選手ミーティング  ８：３０ ～ 
競技開始      ８：４０ ～ 
ダブルス受付 １０：３０ ～  
個人戦表彰式 １６：００ ～（時間は変更となる可能性があります。） 

    ※試合時間は、最長でも１７：００までです。 
 
   予備日 ５月１７日（火）・１８日（水） 
   日程変更等の諸連絡は南信高校テニスのＨＰを通じて行う。URL http://www.nanshintennis.org/ 
 
 【会 場】 
  伊那市営センターテニスコート 
  （状況に応じて、伊那北高校テニスコート・伊那弥生ヶ丘高校テニスコートを使用する。） 
 
 【競技委員】 
   会場長           武井 淳一（高 遠） 

トーナメントディレクター  傳田 佳史（諏訪清陵） 
   レフェリー         土橋 亜希（伊那弥生ヶ丘）  
   アシスタントレフェリー   宮島 浩（飯田ＯＩＤＥ長姫） 倉下 哲哉（下諏訪向陽） 

高橋 健一（高 遠） 大口 雄也（諏訪二葉）  
千村 直（飯田ＯＩＤＥ長姫） 

ロービングアンパイア    参加各校顧問 
 
【上位大会】 

  長野県高等学校総合体育大会 テニス競技大会 
   日程：６月３日（金）～６月６日（月） 予備日 ７日（火） 
   会場：長野市南長野運動公園テニスコート                          

男女とも団体戦上位４校、個人戦シングルス８名・ダブルス８ペアが県大会の出場権を得る。 
 
 
 



 【実施要項】 
１．競技方法  

Ａ．団体戦の部 
 （１）組み合わせは、令和３年度新人体育大会の成績等をもとにして、専門委員会で決定した。 
 （２）ダブルス１、シングルス２で１チームを編成する。 
 （３）１チーム５人をシングルスの実力順位に従い登録する。 

ダブルスは適当に１組作り、シングルスには残りの３人中２人が出場する。 
ただし、登録順位に従って№１、№２を決め、№１同士、№２同士が試合を行う。 
ダブルス、シングルスを同一選手が兼ねることはできない。 

 （４）各試合とも１セットマッチ（タイブレークスコアリング方式）とする。 
    団体戦ではノーアドバンテージ方式は採用しない。 
    団体戦に限り、第１ゲーム終了後のレストを９０秒以内とする。（ローカルルール） 
 （５）ベンチコーチを一人以内で認める。ベンチコーチは登録された監督か、団体戦登録選手に限る。 
 （６）コーチングはエンドチェンジの時のみ１分以内で認める。 
 （７）１面または２面での進行を原則とするが、大会運営上３面進行もありうる。 
 （８）団体戦の勝敗決定後の３ポイント目は試合途中で打ち切るか、または行わない。 
 （９）対戦相手の決定している試合(初戦)のオーダー用紙は、選手ミーティング開始前までに提出する。    

指定時刻までに提出されない場合は Walk Over とする。 
 
Ｂ．個人戦の部 

 （１）組み合わせは、長野県ジュニアシード基準表ならびに令和３年度秋季選手権の成績等をもとにして、専門
委員会で決定した。 

（２）各試合とも１セットマッチ（タイブレークスコアリング方式）とする。 
（３）ベスト１６決定までの試合および５～８位決定戦はノーアドで行う。 
（４）個人戦の試合中のコーチングは一切認められない。 

 
Ｃ．使用球、進行など 

 （１）使用球は男女とも Wilson US OPEN EXTRA DUTY とし本部で用意する。 
 （２）試合前の練習はサービス各サイド２本のみとする。 
 （３）ボールパーソンは自校の選手が出場するシングルスの試合のとき、原則として１人置く。 
 （４）試合の予定（オーダーオブプレー）は各会場本部に掲示する。 
 （５）前の試合終了後、速やかに試合のできる服装（テニスウェア）でコートに入り試合を始めること。 
 （６）競技進行を円滑にするため、次のローカルルールを適用する。 
   ①前の試合終了後５分以内に次の試合を開始する。 
   ②選手不在で、５分以内に競技が開始できない場合には、該当選手の呼び出しを行う。 
    呼び出された選手はトスの敗者となる（サービス・エンドなどの選択権を失う）。 
    ただし、試合前のサービス練習はできる。 
   ③呼び出しから３分以内に競技を開始できない場合には、No Show による Walk Over とする。 
    （競技開始：第１ゲーム第１ポイントファーストサービスのインパクトの瞬間） 
 （７）天候不良の場合でも、指定された各競技会場に集合し、受付を行うこと。 
 （８）各対戦終了後、選手・学校で使用したコートの整備を行うこと。 
 
２．審判（ＳＣＵ） 
 （１）敗者審判を原則とする。 

ただし各種目の第一試合および順位決定戦の審判は、各校への割り当ても含め、本部が指示する。 
各校で、事前に審判技術やスコアシート記入法について確認しておくこと。 

    記入方法については、長野県高体連テニスハンドブックを参照すること。 
 （２）ＳＣＵは、選手によるセルフジャッジを基本とした審判形式である。 
    ゲームカウントやポイント等のコール・ミスジャッジの訂正等を行う。 
 （３）スコアシートの記入は例年通り行う。 
 
３．表彰 
 （１）団体戦、個人戦とも３位まで表彰状を与える。（各種目ともベスト４以上が表彰の対象） 
 （２）団体戦１～４位、個人戦１～８位が県大会出場権を得る。 
 
４．その他 
 （１）服装は全国高体連テニス部服装規定に従う。コート入場時はテニスシューズを着用すること。 
 （２）茶髪、化粧、ピアス・イヤリング装用等の選手・部員・マネージャー等の出場および会場への入場 

を認めない。 
 （３）紙屑、空缶などゴミの片付けは各校の責任で行い、会場に残さずすべて持ち帰ること。 
 （４）貴重品などの管理については、各自・各校で十分に注意すること。 
 （５）ステンシルは禁止する。 
 （６）コート外でのボールを使った練習は一切禁止する。 
 （７）その他は日本テニス協会の競技規則に準じて行う。 
 （８）県大会の申込手続きは、全競技終了後行う。 
    ※新型コロナウイルスへの対策を徹底し、別紙注意事項を守ること。 
 



 

注意事項 
 

【応援・観戦】 

① 応援・観戦時にはマスクを着用し、隣の人との距離をとる。 

② 応援は原則拍手のみ。声を出しての組織的な応援や歌は禁止。 

 

【試合前後】 

① 試合開始および終了時の整列に際しては、マスクを着用すること。 

② 試合前の円陣については、マスクを着用し、個々の距離を保ったものであれば、認める。 

③ 試合終了後の握手はせず、礼、もしくはラケットのタッチとする。 

 

【試合中】 

① 選手・審判・ボールパーソンについてはマスクの着用は個人の判断とする。 

② ベンチコーチはマスクを着用する。 

③ ダブルスの試合ではハイタッチをしない。 

 

【その他】 

① 会場への入場は大会参加者（選手・監督・顧問・部員）とし、保護者・観客の入場は禁止とする。 

② 大会参加者へは朝、検温をおこなう。また、各日、健康チェックシートを提出すること。 

（顧問が生徒から様式１を回収し、確認した上で様式２を本部に提出。） 

 

※「健康チェックシート（様式１・様式２）」は南信高校テニス HP よりダウンロードしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                令和４年５月１日 



 各校テニス部顧問の先生方へ 

                                             南信高体連テニス専門部 

 

令和４年度 長野県高等学校総合体育大会 テニス競技南信大会(連絡) 
 

 

 プログラム記載の実施要項とあわせ、下記の事項に関して、生徒への徹底をお願いいたします。 

 また、新型コロナウイルスの感染対策については各校、各自で徹底していただくとともに長野県高体連より当日会場に来場する全

部員の健康チェックシートの記入、提出が参加条件になりますので、ご協力お願いいたします。 

 ※なお、保護者の会場内の入場はできません。部員を通じて、家庭への連絡をお願いいたします。 

 

１． 日程・受付・団体戦の審判割など 

 天候や進行状況により、競技予定の変更や数時間の待機をお願いすることがあります。 

 受付は、時間内に行ってください。団体戦は選手代表者または顧問が、個人戦は当該選手が行ってください。 

 団体戦および個人戦ダブルスは該当選手がそろってから受付してください。 

 いずれの種目も、指定時刻を守り、No Show による Walk Over(失格)にならないようよろしくお願いします。 

   

【５月１２日(木)】 男子女子ともに ①団体戦のすべて ②個人戦シングルス２Ｒまで  センターコート 

   (1)８：００～８：２０は団体戦の受付のみ行います。 

   (2)個人戦に出場する選手の受付について 

      ①団体戦登録以外の選手は、１０：３０～１１：００までに受付を済ませてください。 

     ②団体戦登録の選手で個人戦に出場する選手は、自校の団体戦の試合が終了してから速やかに行ってください。 

 

  〇団体戦の審判割 

   初戦の審判（SCU）はシード校と補助員校で行います。２Ｒからの試合については、敗者審判で行う予定です。 

当日会場でご確認ください。なお、審判には、選手もしくは選手同等の、審判ができる生徒をお願いします。 

 

〇個人戦の審判割 

   個人戦初戦の審判（SCU）についても、補助員校で行います。２Ｒからの試合については、敗者審判で行います。 

 

【５月１３日(金)】 男子女子ともに ①個人戦シングルス４Ｒまで ②ダブルス３Ｒまで  センターコート 

   (1)シングルスは４Ｒ（男女ともにベスト８）まで行います。残りの試合は翌日行います。 

(2)ダブルスの受付は、１１：００～１１：３０です。ペアでそろって受付をしてください。 

  （シングルスの試合が継続中の場合は、試合終了後に受付をしてください。） 

(3)ダブルスは３Ｒ（男女ともにベスト８）まで行います。残りの試合は翌日行います。 

 

〇審判割 

   初戦の審判（SCU）については、補助員校で行います。２Ｒからの試合については、敗者審判で行います。 

 

【５月１４日(土)】 男子女子ともに ①シングルス順位決定戦 ②ダブルス順位決定戦  センターコート 

   (1)シングルスの順位決定戦から行います。 

   (2)ダブルスにのみ参加する選手は１０：３０～の受付に間に合うように集合してください。 

 

〇審判割 

   すべての試合を、補助員校で行います。 

 

２．天候不良時の対応について 

(1)台風や災害等、事前に実施困難が予想される場合は、南信高校テニスＨＰにてご連絡します。 

(2)事前連絡がない場合、降雨であっても日程通りに受付を行ってください。受付を行わない場合には失格となります。 

(3)降雨などの場合、コートコンディション回復待ちのため、待機をお願いすることもあります。 

     可能な限り Not Before(N.B.)で時刻を指定しますが、待機時間中に会場を離れる場合には、できる限り選手・顧問 

とも各会場の本部受付まで申し出てください。    例 N.B. 13:00・・・13:00 より前に競技は再開しない。 
 
 



 

３．競技運営などについて 

(1)団体戦で自校が勝ち残っていても、団体戦登録選手以外は個人戦を開始します。 

指定時間内に受付をすませてください。 

(2)選手・監督の所在・連絡方法が不明となることがないようご協力をお願いします。 

(3)県の規約に基づき、専門委員以外の先生方にも記録整理などにご協力いただきます。 

  必要に応じて、お声をかけさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

(4)大会使用球は、例年通り大会本部で用意いたします。(１缶６００円) 

    （団体戦：３缶１８００円、シングルス：１人１缶６００円、ダブルス：１ペア１缶６００円） 

     ボール代は大会初日に徴収いたします。 

(5)敗者審判（SCU）は、翌日に繰り越すことはありません。 

 

４．注意事項など 

【大会本部・監督者会議・競技開始前の練習など】 

(1)大会本部は、センターコート管理棟前とします。 

(2)選手ミーティングは実施しますが、開会式は行いません。 

(3)選手ミーティングでは、特別な連絡がある場合を除き資料配布は行いません。 

(4)監督者会議について 

     ①天候にかかわらずセンターコート管理棟前に８：１０までにお集まりください。 

     ②諸事情による団体戦登録選手や監督者の変更は、監督者会議で専門委員、該当校監督、監督者会議で審議し、 

承認されれば変更が可能です。ただし、個人戦に出場していない選手への変更はできません。また、個人戦の選 

手変更はできません。 

     ③雨天などの場合、必要に応じ監督者会議を行います。大会期間中連絡が取れるようご協力をお願いいたします。 

     ④長野県高体連の賠償責任補償制度のある施設賠償責任保険登録のため、大会状況報告を各日ごとい行わなければ 

なりませんので、監督者会議の際にその日の正選手、補欠選手、マネージャー、教職員数を報告していただくこ 

とになりますので、人数の掌握をお願い致します。 

(5)競技開始前の練習について 

     ①公式練習は、プログラム表記の通りです。ただし、コンディション不良の際は練習時間をとりません。 

必ず、受付を済ませてから練習を行ってください。 

     ②練習コート割は、特に指定しません。各校協力し合って練習するようにお願いします。 

(6)生徒への指導・事故や盗難防止など 

        ①プログラムの実施要項のとおり、茶髪、化粧、ピアス・イヤリング装用等の、選手・部員・マネージャーの出場 

および会場への入場を認めていません。過去には、残念ながら上位大会においてクレームをつけられた事例もあ 

りました。各校での事前指導の徹底をよろしくお願いいたします。 

     ②各種大会で盗難事件が多発しています。各校・各自で金銭や物品の管理をさせてください。 

     ③ゴミの処分については、各校、各個人で行っていただきますようご指導よろしくお願いいたします。 

     ④万が一、ケガや事故などが発生した場合には、専門委員長(諏訪清陵高校 傳田)までご連絡をお願いします。 

      ⑤生徒の送迎、車の乗降に関して以下の点に配慮をお願いします。 

       ・事故防止のため、車の乗降は駐車場で行ってください。伊那市担当者からも特に強く注意を受けています。 

        特にセンターテニスコート入口前は急坂カーブで見通しが悪く、事故が多発していますので車の乗降は絶対 

にしないようにしてください。 

     ⑥隣接する野球場で高野連の県大会も開催されます。会場までの道のり、駐車など安全には十分ご注意下さい。 

 

５．その他 

(1)今年度の大会使用球は次の通りです。 

       国体・秋季選手権････DUNLOP FORT  新人(選抜)････男女とも Wilson US OPEN EXTRA DUTY 

(2)高体連主催および共催の大会には、高体連未登録者は出場できません。 

     年度当初の高体連登録に応じ次年度のインターハイ出場枠が決定します。年度当初での登録をお願いします。 

(3)天候等により日程、会場等が変更になる場合は南信高校テニスのホームページを通じて連絡いたします。 

(4)新型コロナ感染症への対策として ※プログラムの注意事項も参照してください 

・健康チェックシートの提出が会場内入場の条件となります。忘れないように生徒たちに徹底してください。 

・試合以外はマスクの着用を徹底してください。 

・会場内に消毒液を数か所設置しますので、定期的に消毒をお願いします。 

・組み合わせ表のまわりが密になることがあります。控えてください。 

 

南信高校テニスのホームページアドレス http://www.nanshintennis.org/    

 

 


