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１ 顧問及び監督の業務 

 ①選手登録 

  岡山県高体連テニス専門部への選手登録は 5 月総体エントリーまでに提出する。 

   選手登録先 5 月総体エントリー時まで  

倉敷青陵高等学校 浅野公典（副委員長 各種受付窓口） 

            kiminori_asano@pref.okayama.jp 

*6 月以降新規登録   

岡山城東高等学校 中村 哲 （事務局 副委員長） 

            satoru_nakamura@pref.okayama.jp 

                      携帯：090-1688-2461 

 ②ドロー会議（対戦表作成）・委員会への出席 

  水曜日を原則とし、常任委員会８：３０～、ドロー会議９：３０～、 

  委員会１５：００～。大会運営担当校はドロー会議にも出席する。 

 ③エントリー 

  エントリー締め切りまでに、所定のエントリーシートに選手名を入力して申込窓口 

「３－①」へメールで申し込む。 

 ④大会運営 

  年間大会日程において、大会運営の担当校を割り当てる。○印のレフェリー校を 

中心に大会の運営と進行を行う。 

 ⑤引率 

  男女それぞれ１名を原則に引率する。特に団体戦の時は、男女で監督を一緒には 

兼ねられない。また、やむを得ず選手を自家用車に乗車させる場合は、各校で 

所定の手続きをとる。 

  

２ 役員及び組織図 

 ①役員 

  テニス専門部に、部長、副部長、及び委員より選出された専門委員長、専門副委員長、 

常任委員をおき、任期は２年とする。ただし、留任は妨げない。委員とは、テニス 

専門部所属校の顧問とする。 

   【構成】 

部長（１名 学校長） 

副部長（１～２名 副校長・教頭） 

専門委員長（１名） 

   専門副委員長（１～２名） 

委員（各所属校１～２名、ただし選手の登録人数による） 

    常任委員（各委員会の委員長が兼務する） 
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部⾧ 歳森隆夫 （ 笠岡商業）
田中広矛 （岡山朝日）
小川俊一 （ 東岡山工業）

全国常任委員 ○内藤美明 （関西） 全国委員会の窓口 全国情報の伝達
委員⾧ ○松村道則 （岡山理大附） 大会要項の作成 各大会の計画
副委員⾧ ○浅野公典 （倉敷青陵） エントリーの受付 バス利用者一覧作成
副委員⾧ ○中村 哲 （岡山城東） 大会要項作成 会計 記録管理 

委員⾧ ○小網晴男 （岡山朝日） テニス専門部HP作成 大会運営に必要な用具の準備
副委員⾧ ○浅野公典 （倉敷青陵） 各大会の運営補助 用具の整備 広報活動

小原有加 （倉敷天城） 各大会の運営補助 用具の整備 広報活動
田中美江 （清心女子） 各大会の運営補助 用具の整備 広報活動

会計 松村將由 （岡山城東） バス代集金 各大会における会計報告
監査 ○内藤美明 （関西）

委員⾧ ○多賀知子 （玉島） 審判講習会の企画と運営 審判員の指導と普及
副委員⾧ ○秋山諒太 （倉敷鷲羽） 各大会における審判員への指導と助言（普及も含む）

○今井大輔 （岡山学芸館） 各大会における審判員への指導と助言（普及も含む）
東 茜音 （岡山学芸館） 各大会における審判員への指導と助言（普及も含む）

委員⾧ ○清板達史 （玉野光南） ドロー委員会の運営・進行、記録管理、データ管理、ポイント管理 
○磯部真実 （岡山芳泉） ドロー会議におけるドロー作成の運営
○原田佳知 （倉敷南） 大会記録データ入力

ドロー作成委員 山本智弘 （おかやま山陽） ドロー会議におけるドロー作成の運営
田原功史 （笠岡工業） ドロー会議におけるドロー作成の運営

ドロー会議におけるドロー作成の運営
委員⾧ ○岡野拓史 （山陽女子） テニス協会との窓口 国体サポート 強化練習会の企画

○岸 直浩 （岡山学芸館） テニス協会ジュニア部会との連携とサポート
○今井大輔 （岡山学芸館） テニス協会ジュニア部会との連携とサポート

普及委員 ○松村道則 （岡山理大附） ボトムアップクリニックの企画・運営 
中体連理事 平 豪仁 （岡山白陵） 中学体育連盟との窓口 
備中支部委員 原田佳知 （倉敷南） 支部総体の企画・運営・会計
備前支部委員 松村將由 （岡山城東） 支部総体の企画・運営・会計

ジュニア強化委員

平成30年度 岡山県高体連テニス専門部 組織図

＊大会運営校顧問

地区総体委員会

副部⾧

強化委員会

総務委員会

審判委員会

副委員⾧

委員

委員

ドロー委員会（競技運営）

執行部
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３ 大会規定 

 ①エントリーについて 

  岡山県高体連テニス専門部年間大会日程表に示された申込期日までに、エントリー 

  シートを申込窓口へメールで申し込む。エントリー人数は年間大会日程表に示されて 

いるエントリー人数と+α枠の人数を確認の上、控え選手名も加えて申し込む。 

＊控え選手とは、Ｂｙｅの枠へ追加募集の際、抽選される対象の選手である。 

また、同校で棄権が出た場合に追加出場の対象となる選手である。 

   【エントリー申込窓口】 倉敷青陵高等学校 浅野公典 先生 

                kiminori_asano@pref.okayama.jp 

 ②出場規定 

  １）岡山県高体連テニス専門部に１-①の通りに登録されている選手に限る。 

    ＊年度途中に入部した選手についても、その都度選手登録を行うこと。 

  ２）留学や転学（年度途中も含む）してきた選手については、高体連の規定に伴い 

    書類の提出や出場制限（６か月規定）がある。 

  ３）選抜団体戦については、出場規定人数を下回った場合は本トーナメントに出場で 

きない。（条件が揃えば７人未満チームの B トーナメントを実施することがある。） 

 ③エントリーの変更 

  １）ドロー会議後の変更及び棄権について 

ドロー作成後の選手変更や意図的な棄権は、原則認められない。ただし、公傷等 

の正当な理由と判断されると控え選手を繰り上げることができる。また、当日棄 

権する場合も事前に申し出ること。なお監督（顧問）は、所定の選手の変更・棄 

権届を試合当日までに専門委員長へ提出すること。 

  2） 団体戦における棄権について 

     ドローが決まった後に、ポイント所持選手が試合当日出場できない（マッチミー 

ティング時に並べない）ことが分かれば至急委員長へ報告すること。 

 ④棄権に伴うペナルティ 

  １）届け出が出せない場合については、その選手が所属する学校（男女別）に対して 

次の公式大会個人戦への基本出場枠を「０」とする。ただし+α枠の出場は認める。 

２）出場見込みのない選手をエントリーして団体戦や個人戦を棄権した場合も③－１

と同様にする。 

 ⑤試合当日の受付について 

  ８：４５分までに受付を行う。雨天時でも同様に受付を行う。ただし、台風で 

  警報が発令された場合（される予報）はテニス専門部ＨＰに指示を掲載する。輸送バ 

スの到着が遅れた場合でも、バス利用選手の受付ができた時点で受付終了とする。 

 ⑥大会進行について 

  基本的にはＯＯＰ（オーダー・オブ・プレー）で行う。ただし、コートや時間の変更 
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に関しては放送で連絡する。試合と試合の休憩は、シングルス１セット１５分間・8 

ゲーム２０分間・３セット３０分間、ダブルス 1 セット１０分間・8 ゲーム１５分間・ 

3 セット２５分間を目安とし、天候や進行によってはこの限りではない。また、１日の 

セット数は原則として９セット以内とする。 

 ⑦引率及び監督について 

  必ず引率責任者をつけること。特に、団体戦では監督不在では出場できないので、 

  男女それぞれ１名の監督（引率）をつけること。 

 ⑧服装について 

  全国高体連テニス専門部の規定に準ずる。 

 ⑨ルールについて 

 国際テニス規則に準ずる。（コートの友を参照） 

⑩審判について 

 岡山県テニス専門部ではＳＣＵ（ソロ・チェア・アンパイヤ）方式を採用する。 

各コートの最初の対戦のＳＣＵはシード選手が行い、他は敗者で審判を行う。 

また、本戦や順位決定戦などは、セルフジャッジを採用する。 

⑪バスの輸送について 

高体連のバスを利用したい場合は、試合のエントリーとあわせて３－①の窓口へ申し

込む。バスの利用代金は試合の受付時に学校単位で支払う。なお、申し込み後に決めら

れた期限を過ぎてキャンセルが発生しても、申込み人数分のバス代全額を支払うこと

になる。（引率の先生で対応をお願いします。） 

 

４ 大会運営校の業務について 

①試合当日までの業務 

  １）担当する大会のドロー会議へ出席する。 

  ２）ドロー会議にて、運営担当校で役割を確認する。 

  ３）試合球と運営ボックスの搬送を行う。 

    ＊試合球と運営ボックスはドロー会議後に事務局（専門委員長）より 

受け取って持ち帰る。（スコアシート・ＯＯＰ用紙は事務局で印刷） 

  ４）試合記録用と試合進行用のドローは運営校でコピーして用意する。 

 ②試合当日の業務 

  １）事務所（受付）でコート使用の受付を行う。 

＊備前コートの時は体育館の事務所で受付 

  ２）本部（管理棟）で、選手受付、ＯＯＰ、スコアシート、試合球、バス代集金 

の準備をする。特にＯＯＰは対戦を対戦表に記入し、ボードに掲示していく。 

  ３）受付時間に受付を開始し、同時にバス利用選手から集金し、バス利用簿に最終利 

用人数を記入する。 
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  ４）棄権の選手や選手の変更を確認し、ドローに赤字で記入する。 

（基本的には事前に専門委員長へ連絡が入っている） 

  ５）受付終了後、出場選手をコート内へ集合させ、開会式（優勝旗返還、試合前の 

注意、進行の説明、審判割、棄権選手の連絡）を行う。 

  ６）試合前の説明を行っている間に１～２回戦のＯＯＰを本部（管理棟）下へ運び掲 

示す。１Ｒの選手が確認できた後、再び本部へあげる。 

  ７）試合結果を試合進行用ドローと試合記録用ドローに記入し、次の対戦をＯＯＰ用 

    紙に記入し掲示する。途中、コート変更が出た場合は放送で指示する。 

  ８）選手輸送バスの乗車指導を行う。 

    【早朝】①岡山駅前でのバス乗車指導（７：３０～７：５０） 

    【会場】①帰りのバスの乗車アナウンス（放送） 

 ②試合会場からのバス出発指示（運転手と打ち合わせる）  

③最終バスの出発の指示（選手積み残しの確認後、運転手に合図する） 

  ９）大会終了後は試合記録用ドローを専門委員長と事務局へ提出する。また、余った 

ボールと運営ボックスは事務局へ渡す。（事務局校へ持参する） 

 

５ ドロー規定 

 ①ポイント制について 

  １）ポイントの取得は、シード決定やランキングの参考資料となる。 

１位 ２位 ３位 ４位
ベスト８ ベスト１６ ベスト３２ ベスト６４

Ａ 春季大会 10 8 6 6 4 2 1 0.5

Ｂ 県総体（ＩＨ予選） 10 8 6 6 4 2 1

Ｃ 中国大会 2 1

Ｄ 全国大会 10 8 6 6 4 2 1

Ｅ 秋季大会 10 8 6 6 4 2 1 0.5

＊0.5ポイントは男子に採用。女子は参考資料

１位 ２位 ３位 ４位
ベスト８ ベスト１６

Ａ 春季大会 5 4 3 3 2 1

Ｂ 県総体（ＩＨ予選） 5 4 3 3 2 1

Ｃ 中国大会 1 0.5

Ｄ 全国大会 5 4 3 3 2 1

Ｅ 秋季大会 5 4 3 3 2 1

取得ポイント表

取得ポイント表

ポイント取得表

ポイント対象大会

ポイント対象大会

シングルス

ダブルス
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２）シード反映ポイント大会一覧 

（Ａ～Ｅはポイント取得表のポイント対象大会を示す） 

春季大会 Ｅ ＊Ａ＊Ｂ＊Ｃ＊Ｄ Ｅ ＊Ａ＊Ｂ＊Ｃ＊Ｄ

県総体（ＩＨ予選） Ｅ Ａ Ｅ Ａ

県ジュニア大会 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

秋季大会 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

全国選抜（団体） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

中国新人（個人） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

等級別大会（Ｃ級） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

シングルス ダブルス

 

    ・なお、春季大会のＳとＤのシードは前年度の大会の総ポイントで決定する。 

    ・新１年生のシードの扱いは客観的な試合結果によりシード候補とする。 

    ・原則、新１年生は同ポイント扱いの高校生よりも１ポイント下に位置させる。 

        ・全国選抜（団体）のエントリー順は「E」の大会のポイントで決定する。 

        

  ３）新１年生及び年度途中から出場する選手のシングルスポイントについて 

    ア）新１年生は「Ｂ県総体（ＩＨ予選）」のシード決めの際、「Ａ春季大会」 

      で取得したポイントを２倍してシードをつける。ただし、県総体シード決定 

の資料とするので、実際に２倍されたものが加算されるわけではない。 

    イ）年度途中から出場する選手は、最初の大会の取得ポイントを２倍して次の大 

会のシードをつける。ただし、シード決定の資料とするので、実際に２倍 

されたものが加算されるわけではなく、取得したポイントも 2 倍することは 

ない。団体戦の資料にも、この操作は行わない。 

      

 ②ドローの組み方 

  １）本戦・予選方式を採用する。本戦は基本１６ドロー（春季大会のみ男子３２ 

ドロー、女子は人数により８、１２、１６ドローを採用）、シードの数の取り方 

（シード候補が複数存在する場合）により変更もある。予選１ブロックの人数は 

エントリー数によって増減させる。 

２）まず、シード選手を確定する。本戦ストレートインは、シングルス４名、ダブル 

ス２ペアを原則とするが、同ポイントが複数重なるとこの限りではない。 

（県総体の本戦ストレートインはＳ2 名、Ｄ２ペアを原則とする） 

  ３）ポイント順にシードし、同ポイントの場合は抽選を原則とする。ポイント保持 

者がシードへ組み込まれてから、予選ドローを作成する。 

  ４）Ｂｙｅができた場合、各校の控え選手から抽選で選出し、埋める事がある。 

    ただし、入る場所はシードのパッキンが対象となる。 

  ５）本戦・予選ドローは、ドロー作成委員と大会運営校で協力して作成する。 
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    予選のドローも、エントリー登録順位に配慮して抽選方式で作成する。 

６）団体戦については、シード決定後、監督による抽選で決定する。 

    ただし、県総体では 4 名未満、選抜団体戦については７名未満のチームは 

Ｂトーナメントへの出場となる。 

 

③シードについて 

【個人戦のシードについて】 

 １）個人戦のシードについて 

    ア）該当大会におけるポイント対象大会の合計ポイント（ダブルスの場合は２人の 

合計）でシードを決定する。 

イ）ポイントの高い順にシードを決定し，同ポイントの場合は原則抽選とする。 

   ウ）学校振りが可能な場合（入られる選手および入る選手がすべて同じポイントの 

場合など）は学校振りを行うことがあるが、それにより大きく不都合が生じる 

と思われる場合は抽選を原則とする。 

エ）新１年生が出場する春季大会については、常任委員会等で新１年生の実力を考 

慮し、妥当だと思われるシードを与えるものとする。ただし，新１年生の実力 

について客観的判断がしにくい場合が多いため、シードの抽選の際にはシード 

位置が固定しないよう、ある程度の自由度があるように幅をもって抽選をおこ 

なうように考慮する。 

   オ）シードが組まれた後、シードが欠場しても、繰り上がりのシード入れ替えは 

原則行わない。（ただし、ポイントの低い控え選手が入ることは認める。） 

 

 

【団体戦のシードについて】 

 １）全国選抜大会県予選について 

   ア）登録選手上位７人のシングルス順位ポイント（注１）の合計により１～６ 

シードまでを決定する。 

   イ）６校を超えて、合計ポイントが同じ場合は次のようにする。 

         [１] ６位校が２校のみ → ６シードのブロックに２校置く 

      [２] ６位校が３校以上 → ６シードは空け、すべて抽選に回る  

      [３] ５位校が３か４校 → ５・６シードのブロックに４校分とり、４校で 

        抽選 

     [４] その他は、上記の１～３を参考にその都度対応する 

   ウ）順位ポイントが７・８番目の学校は原則として抽選となるが、希望により 

７・８シードの位置に置くことができるものとする。 
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２）全国高校総体県予選（団体戦）について 

   ア）登録選手上位４人のシングルス順位ポイント（注１）の合計により１～10 

シードまでを決定する。 

イ）全国大会出場するためには、県予選・地区予選ともに５人の選手登録で 

なければ出場できない。４人で優勝しても全国大会への出場権は与えない。 

しかし、県内及び中国地区止まりの出場チームに関しては４人以上であれば 

出場できる。 

   ウ）10 校を超えて、合計ポイントが同じ場合は 12 シードの位置まで置くものと 

する。それ以上同じ場合は、選抜県予選に準ずるものとする。女子でポイントを

保有する学校が 10 校に満たない場合は、0.5 ポイントを加味して 10 シード 

までは決定するものとする。 

     エ）順位決定について 

      ３位決定戦及び５～８位決定戦を実施する。ただし、中国大会への出場校数が 

４校の場合は４・５位決定戦を実施する。→出場権際の順位は決定させる。  

 ３）ポイント保持選手が登録を抹消された場合はシードの変更もある。 

 ４）順位ポイント算出の際におこる問題点(ベスト 16 と 32 の差)は、その都度、適正と 

なるようにドロー委員長を中心に常任委員で調整し、委員会で了承を得る。 

   《平成 13 以降の状況》 

    順位ポイントの問題点に関して、13 年度以降は「ベスト 32 が３名とベスト 16 

が１名のチームでは前者の順位が上になるようにポイントを調整する。」として 

いる。この方法で、不合理な結果は生じていないので、今後もこの調整法で 

シードを決定する。 

   注 1：各選手のシングルスポイント合計を降順に並べ、順位をつけたもの。男子はベスト 64 に当たる選手に 

0.5 ポイントを与えるものとする。 

 

６ 高体連テニス専門部表彰規定 

 ①優秀選手（男女別）→テニス専門部表彰の対象 

  １）表彰年度の３年生で選手登録していること。 

  ２）１年間は選手登録し、その期間中を継続して活動したと認められる。 

  ３）１年生から３年生の間に一度でも全国大会に出場した選手とする。 

    ＊個人戦・団体戦を問わない ＊テニス協会主催の大会も含む 

  ４）優秀選手に選出された選手は記念メダルと賞状を授与される。 

 ②最優秀選手（男女別）→岡山県高体連表彰の対象 

  １）優秀選手の中から選出され、１～３年の各学年で選手登録していること。 

  ２）３年生の全国総体に出場した選手（個人戦・団体戦を問わない）のうち、 

    シングルス年間ランキングが最も上位の選手とする。 
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  ３）３年生で全国総体に出場した選手がシングルス年間ランキング 10 位以内に 

入っていない場合は、３年生の時に全国大会に出場していなくても、 

優秀選手に該当する3年生でその年度のシングルス年間ランキング最上位の選手。 

＊シングルス年間ランキングに入っている３年生でも、優秀選手に該当しない選 

手は対象とならない。 

  ４）上記２）３）に該当する３年生がいない場合は、全国大会の団体戦出場に寄与し 

    たキャプテン（３年生）とする。 

  ５）同基準の候補が複数おり、それが同一校の場合には協議して柔軟に対応する。 

  ６）すべてにおいて条件が一致した場合は、最後のインターハイで個人戦へ出場した 

    シングルス選手を候補とする。 

 ③ランキング表彰→テニス専門部表彰の対象 

  １）その年度（前年の秋から全国総体まで）の対象となる期間中に優れた成績を 

残した選手として表彰する。 

  ２）年間ランキング上位１０位を対象とする。 

  ３）ダブルスのランキングは、個人のポイントで順位をつける。 

  ４）対象者には賞状を授与する。 

 

７ 分かりにくいルールについて 

 

①ジャッジについて 

 ＳＣＵ（ソロ・チェア・アンパイヤ）でのジャッジは、選手が主審に確認することはで 

きない。曖昧な判断はすべてイン（グッド）とみなされる。明らかなジャッジミスは主 

審がオーバーコールできる。 

 

②プレイのレット 

 セルフジャッジでは、プレー中他のコートからのボールの侵入について、プレーに支障 

が出るようであれば、選手がレット（ポイントのやり直し）をコールすることができる。 

SCU がつく大会は SCU の審判のみがレットのコールができる。 

 

③サービスレットのケース 

 ケース１：セカンドサーブのモーションに入ってからのレットはファーストサーブから。 

 ケース２：ファーストサーブがネットに当たってシングルススティックが外れた場合や 

      センターベルトが外れた場合はファーストサーブからやり直す。 

 ケース３：ファーストサーブがフォルトしたが、レシーバーが受けた際、ガットが切れ 

てラケット交換した時は、ファーストサーブからやり直し。 
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④フットフォルト 

 選手はコールできない。主審がコールできる。（フットフォルトが目立つようであれば、 

 注意を促し、次からコールすることを選手に告げる） 

 

⑤ポイント間の間合い 

 ポイント間は２０秒以内で、プレーを始めなければならない。ダブルスでパートナー同 

士の話が長い場合は、ＳＣＵが注意を促す。また、タイブレイクでチェンジエンドの際、 

ベンチに座れないことも再度確認すること。 

 

⑥自然体力消耗で動けない場合（筋肉けいれん、「足がつった！」状態） 

選手自身でセルフトリートメントすることは可。ベンチコーチは触れられない。 

１）主審は 20 秒を計り、「タイム・レッツプレイ」とコール（３・４回続けて 

コールして様子をみる。即失格ではなく教育的配慮をしながら様子を見る） 

  この間、コートレフェリーや監督で続行できるか判断し、無理なら棄権させる 

方向で考えてもらう。 

  ２）棄権の意思もなく、それでもプレーしない場合は 

「タイム・バイオレーション ポイントペナルティ」で１ポイント失う。 

２０秒経過 

「コード・バイオレーション ポイントペナルティ」で 40-0 となる 

２０秒経過 

「コード・バイオレーション ゲームペナルティ」で１ゲーム失う。 

２０秒後でさらに１ゲームというようにどんどん加算していく。 

 

⑦ＭＴＯ（メディカルタイムアウト）～２０１４岡山県予選方式とする～ 

 怪我による治療だが、岡山県の大会では医師や養護教諭は待機していない。 

よって、選手（監督）が要求し監督か引率顧問で処置を行う。診断の時間は含まれず、治

療開始から時間を計る。１か所につき１回３分とする。無理をさせずひどくなる前に棄権

させる。鼻血の場合は、止まるまでとする。 

 

⑧トイレットブレーク 

３セット、５セットの時は取れるが、１セットマッチや８ゲームは原則できない。 

（ただし、緊急を要するものはこの限りではない） 

 

⑨コーチングについて 

 １）個人戦においては一切できない。 
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２）団体戦の場合はベンチコーチのみできる。 

ただし、a)プレー中やポイント間はコーチングできない。 

b)チェンジエンドの 90 秒間に行うこと。 

c)タイブレイクの時はできない（選手もベンチで休むことはできない） 

 ３）観客・応援はコーチングできない。（具体的な指示にとられる内容も認められない） 

 ４）違反があれば、口頭で注意する。（ソフト・ワーニング）。改善が見られないようで 

あればコード・バイオレーションとなり、交代またはその場からの退場をお願いす 

る。 

 

⑩妨害 

 帽子やボール、振動止め、ヘアクリップ（ラケットを落とす、シューズが脱げるは適応 

されない）など持物をプレー中にコート内へ落した時はポイントレットとなり１回目は 

警告で、２回目は落した選手が１ポイントを失う。 
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大会棄権届 及び 選手変更届 

平成   年  月  日 

 

岡山県高体連テニス専門部委員長 殿 

 

         高等学校 

 

顧問          印 

 

下記の理由により棄権いたします 

 

１．大会名（出場種目） 

 

 

 

２．ブロック・ドロー番号・氏名 

 

 

 

３．棄権理由 

 

 

 

 

４．棄権に伴う選手変更    有り  ・   無し  （どちらかに○をする） 

   ＊変更は事前に専門委員長に報告し、許可を経て認められる。 

   ＊下記の枠に「棄権選手名→変更選手名」と記載すること。 

 

 

 


