
平成２６年度 西部地区新人大会団体戦 実施要項 №１
１．日程 平成２６年１２月１４日（日）、２１日（日）、１２月２３日（火） 平成２７年１月１１日（日）予備日、１２日（月）
２．会場・コートレフェリー
［１日目(12/14)］ 男子：ＡⅠ部・Ⅱ部トーナメント(Ａト－ナメントは、男女ともⅠ部・Ⅱ部に関わらず順位戦を行う。)

ＡⅢ部トーナメント予選リーグ・本戦トーナメント(Ⅲ部のシード校以外は当日抽選とする。）
－男子－ ※男子はＡⅠ部・Ⅱ部７・８位戦残し、Ⅲ部決勝のこし。 尚、ＡⅢ部については２位決定を行う。

会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ 会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ

立教 Ⅰ部 川越東、立教新座、城西川越， 左記学校 駿河 Ⅲ部 狭山ヶ丘，ふじみ野，朝霞西， 村田昌
新座 慶應志木、埼玉平成、県立川越， 台大 所沢商，東野，和光国際，飯能， 清水
⑥ 所沢北，城北埼玉 学 新座柳瀬，川越西，入間向陽， 村田藍

⑨ 富士見，川越初雁，川越南，志木
細田 Ⅱ部 聖望学園，細田学園，西武文理， 左記学校
学園 西武台，星野学園，筑波大坂戸，
④ 所沢中央，市立川越

［２日目(12/21)］ 女子：ＡⅠ部トーナメント(Ａト－ナメントは、男女ともⅠ部・Ⅱ部に関わらず順位戦を行う。)
－女子－ 尚、ＡⅡ部については２位決定を行う。

会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ 会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ

駿河 Ⅰ部 埼玉平成、川越女子、所沢北， 左記学校 川越 Ⅱ部 細田学園、狭山ヶ丘，ふじみ野， 久恒
台大 西武台，山村学園、所沢西、 運動 所沢中央，秀明，市立川越，朝霞西， 亀岡
学 川越南，和光国際 公園 西武文理，所沢商，東野，聖望学園，
⑨ ⑫ 飯能，筑波大坂戸，入間向陽，

川越初雁，志木，坂戸，星野

［３日目(12/23)］ 男子：Ｂ・Ｃトーナメント予選(Ｂ・Ｃブロックは３～４チームの順位戦を行う。)
女子：Ｂトーナメント予選(Ｂ・Ｃブロックは３～４チームの順位戦を行う。)

－男子－ ※川越東Ｂ・Ｃは、本戦1位トーナメントストレートイン。

会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ 会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ

立教 Ｂ１ 立教Ｂ、狭山ヶ丘Ｂ、城西Ｃ、川南Ｄ 飯能 Ｂ１２ 所中央Ｃ、飯能Ｂ、星野Ｂ、所北Ｄ
新座 Ｂ３ 立教Ｃ、聖望Ｂ、城北Ｃ、文理Ｄ ④ Ｃ２ 飯能Ｃ、狭山ヶ丘Ｄ、朝西Ｇ、所北Ｈ
⑥ Ｂ４ 立教Ｄ、埼玉Ｂ、向陽Ｃ、朝西Ｄ Ｃ１２ 埼玉Ｄ、飯能Ｄ、慶応Ｇ

Ｃ８ 筑坂戸Ｃ、西武台Ｅ、聖望Ｆ、立教Ｉ
Ｃ９ 市川越Ｃ、向陽Ｅ、細田Ｆ、立教Ｊ

ふじ Ｂ１０ ふじみ野Ｂ、川西Ｂ、向陽Ｂ、細田Ｄ
川越 Ｂ８ 川東Ｄ、城西Ｂ、城北Ｂ、所北Ｆ み野 Ｃ１ ふじみ野Ｃ、向陽Ｄ、細田Ｇ、城西Ｇ
東 Ｂ１３ 川東Ｅ、志木Ｂ、朝西Ｂ、慶応Ｄ ④ Ｃ１３ 所商Ｂ、聖望Ｅ、城北Ｆ、所北Ｊ
⑤ Ｃ５ 星野Ｃ、所中央Ｅ、川東Ｇ、川南Ｈ

Ｃ６ 埼玉Ｃ、城西Ｅ、文理Ｇ、川東Ｈ

富士 Ｃ１０ 富士見Ｂ、城北Ｅ、朝西Ｆ、川東I 西武 Ｂ５ 立教Ｇ、西武台Ｂ、聖望Ｃ、慶応Ｅ
見 Ｃ１１ 市川越Ｄ、所中央Ｇ、慶応Ｆ 台 Ｃ１４ 西武台Ｄ、朝西Ｅ、川南Ｆ、所北Ｋ
⑤ Ｃ１５ 城北Ｄ、所中央Ｆ、向陽Ｆ、立教Ｋ ③

Ｃ１６ 聖望Ｄ、文理Ｆ、城西Ｆ、立教Ｌ
西武台高校のテニスコートは、第二グ

和光 Ｂ２ 慶応Ｂ、和国Ｂ、西武台Ｃ、立教Ｈ ラウンドになります。
国際

川越 Ｂ７ 立教Ｅ、川南Ｂ、朝西Ｃ、所北Ｅ
Ｂ１１ 細田Ｂ、文理Ｂ、県川越Ｂ、所中央Ｄ 南③ Ｃ４ 狭山ヶ丘Ｃ、文理Ｅ、川南Ｇ、城西Ｈ

細田 Ｂ１４ 慶応Ｃ、細田Ｃ、市川越Ｂ、川南Ｃ
学園 Ｃ７ 和国Ｃ、細田Ｅ、城北Ｇ、所北Ｉ
④ 細田学園のテニスコートは、第二グラ 所沢 Ｂ６ 所中央Ｂ、所北Ｂ、文理Ｃ、川東Ｆ

ウンドになります。 北 Ｂ９ 立教Ｆ、所北Ｃ、筑坂戸Ｂ、城西Ｄ
④ Ｃ３ 県川越Ｃ、川南Ｅ、所北Ｇ、朝西Ｈ

※ Ｂ・Ｃブロックは当日の朝、抽選にて対戦を決める。(男女とも) ※ Ｂ・Ｃブロックは、２位決定を行いません。(男女とも)
－女子－ ※山村学園Ｂ・Ｃは、本戦1位トーナメントストレートイン。

会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ 会場 ﾌﾞﾛｯｸ チ ー ム 名 ｺｰﾄﾚﾌｪﾘｰ

川越 Ｂ１ 埼玉Ｂ、和国Ｃ、筑坂戸Ｃ、星野Ｆ 川越 Ｂ９ 和国Ｂ、星野Ｅ、文理Ｃ、所北Ｇ
運動 Ｂ２ 所北Ｂ、埼玉Ｃ、朝西Ｄ、星野Ｄ 運動 Ｂ１１ 西武台Ｂ、朝西Ｂ、坂戸Ｃ、所北Ｆ
公園 Ｂ３ 坂戸Ｂ、筑坂戸Ｂ、川南Ｄ、所西Ｅ 公園 Ｂ１２ 細田Ｂ、市川越Ｂ、川女Ｃ、坂戸Ｄ
⑫ Ｂ５ 星野Ｂ、狭山ヶ丘Ｂ、所北Ｄ、川南Ｅ

Ｂ６ 川女Ｂ、川南Ｃ、向陽Ｃ、所西Ｄ 入間 Ｂ４ ふじみ野Ｂ、所北Ｃ、所商Ｂ
Ｂ８ 聖望Ｂ、川南Ｂ、所西Ｃ、朝西Ｅ 向陽 Ｂ７ 向陽Ｂ、所西Ｂ、朝西Ｃ、所北Ｅ

④ Ｂ１０ 文理Ｂ、星野Ｃ、向陽Ｄ、坂戸Ｅ

［４日目(1/11)］ＡⅠ～Ⅲ部トーナメント残り試合・入れ替え戦（Ａトーナメント戦は男女とも入れ替え戦を行う。)
Ｂ・Ｃブロックは２日目の同じ順位のチームによってトーナメント戦を行う。

－男子会場－ －女子会場－

会場 行われる試合 ﾚﾌｪﾘｰ 会場 行われる試合 ﾚﾌｪﾘｰ 会場 行われる試合 ﾚﾌｪﾘｰ

ＡⅠ・Ⅱ・Ⅲ部 ＡⅠ・Ⅱ部
未定 残り試合、入れ替え戦 未定 残り試合、入れ替え戦 該当校

未定 Ｂブロック１位戦 該当校 未定 Ｃブロック１位戦 該当校 未定 Ｂブロック１位戦 該当校

未定 Ｂブロック２位戦 該当校 未定 Ｃブロック２位戦 該当校 未定 Ｂブロック２位戦 該当校

未定 Ｂブロック３位戦 該当校 未定 Ｃブロック３位戦 該当校 未定 Ｂブロック３位戦 該当校

※男子のＢ・Ｃブロック４位戦、女子Ｂブロック４位戦は行いません。
※ ３日目の会場とコートレフェリーは２日目以降に検討し、ホームページで連絡致します。
［５日目(1/１２)］ 予備日
３．試合開始時間 ８：３０（集合 ８：２０） ４．その他は実施要項№２を参照



平成２６年度 西部地区新人大会団体戦 実施要項 №２

１．日程 平成２６年１２月１４日（日）、２１日（金）、２３日（月），平成２７年１月１１日（日），予備日１月１２日（月）

２．会場・コートレフェリー（№１参照）

３．試合開始時間 ８：３０（集合 ８：２０）

４．集合：選手はテニスのできる服装で試合開始１０分前までにメンバー全員で本部に出席を届けること。

５．登録選手のメンバー変更：登録選手の変更は、当日の朝受付にて、選手変更をその会場出席点呼の際本部に提出する。

６．試合における諸注意

① 試合は、複１本、単２本の３試合を行い、選手の重複は認めない。ただし、選手が４名に満たない場合でも勝敗が決するまでは
試合をすることができる。

２名のときはシングルス１、２
３名のときは事前（オ－ダ－提出前）に対戦校のチームの代表者に何に出場するかを連絡する
※基本的にはダブルスとシングルス１

② 試合順序は、ダブルス、シングルス１、シングルス２の順で行う。打ち切りの有無については各会場の判断とする。
(３チームリーグ戦は、打ち切りなし)

③ シングルスの順位はフリー（№１・２の登録順位は問わない）とする。必ず本部でチェックを受け交換用を受理する。

④ 試合はすべて１セットマッチ、６－６（１２ポイント）タイブレ－クとする。

⑤ 試合は、次のような進め方とする。

［Ａト－ナメント］
１日目はⅠ部・Ⅱ部トーナメント戦、Ⅲ部予選リーグ・決勝トーナメントを行う。
２日目は入れ替え戦を行う。

〈男女とも〉 Ⅰ部－７位 入れ替え戦 Ⅱ部－１位 昇格
Ⅰ部－８位 降格 Ⅱ部－２位 入れ替え戦

〈男子のみ〉 Ⅱ部－７位 入れ替え戦 Ⅲ部－１位 昇格
Ⅱ部－８位 降格 Ⅲ部－２位 入れ替え戦

［Ｂ・Ｃブロック］
１日目は各ブロックの順位戦を行う。（４校ブロックはトーナメント戦、３校ブロックは総当たり戦で行う）
２日目は１日目の同じ順位のチームが集まってトーナメント戦を行う。

ただし、男子ＢブロックとＣブロックの４位と女子Ｂブロックの４位は２日目の試合は行わない。

⑥ 各チーム代表者はオーダー用紙を本部より受け取り、本部用、交換用共に記入する。

⑦ 使用球はダンロップフォ－ト(ウイルソンでも可）２個入缶とし、各チームその日ごとに３缶（最大６缶）を持ち寄る。

⑧ 審判はすべての試合において対戦校同士で手配する。各選手は審判のできることが原則で、大きい声でコールすること。

⑨ スポーツウェア（ジャ－ジ、アップ等）を着用してもよい。

⑩ ウォームアップはサービス２本のみとする。

７．雨天などの場合：顧問が担当に当日朝６時以降に問い合わせをする。

本 部 … Ａ代表戦・Ｂ・Ｃ戦共に 飯能高校 村田先生

８．諸注意等

① コート上でのマナーを守ってプレイすること。

② ゴミは各自で持ち帰ること。各自マナーを守って行動すること。

③ ２日目に参加できないチームは出席点呼のときに本部に申し出ること。（下位チ－ムが繰り上がる）

④ 順位戦は負けても試合があります。試合の有無を本部に確認してから帰ること。また、帰るときには本部でチ－ムの登録用紙に
ブロックの番号と順位を記入したものを受け取り、次の試合の出席点呼時に会場校の本部に提出すること。

⑤ 団体戦あいさつの仕方について、よく確認しておくこと。

９．その他

① １チーム １，０００円の参加費を、１月１６日（金）のスケジュール会議で徴収いたしますのでよろしくお願いします。

② コートレフェリーに入っていない各校顧問の先生方にもお手伝い頂きたく、ご協力のほどよろしくお願いします。

③ 試合会場では整備に万全を尽くしていますが、時節柄気象条件などによりベストの状態でない場合があります。ご了承下さい。

④ 大会の結果については、
記録係 男子：平山先生（立教新座）ＦＡＸ ０４８－４７３－０４５５

女子：山崎先生（所沢西） ＦＡＸ ０４－２９３８－１００１
へＦＡＸでお願いします。

＊コ－トレフェリ－は、各チ－ム（次の試合があるチ－ム）に登録用紙を持たせてから帰宅させて下さい。


