
2020年度

　1　主　　催 公益財団法人 豊田市スポーツ協会

　2　協　　賛 スポーツカンパニー　フライト

　3　後　　援 豊田市教育委員会

　4　主　　管 豊田市テニス協会　　

　5　大会役員 大会会長 岩田　淳

大会副会長 渡邊　茂　　 柴田東八

大会委員長 成瀬剛史

大会副委員長 菖蒲利明　　眞惠原　隆

レフェリー 田中公司

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 斉藤寿世　　猿原　茂　　竹田勝彦　　岩田英子　　　　

競技委員 豊田市テニス協会競技委員　　

　6　部　　門 ①　男子一般・女子一般

②　男子35歳未満・35歳以上・40歳以上・45歳以上・50歳以上・55歳以上・60歳以上

　　 女子45歳以上

※ 上記以外の部門は、エントリー数不足により 部門不成立

　7　試合方法　　
　　（1）　試合は、次のように行います。

　　　　　　　＊本戦は、1タイブレーク セットマッチ（７Ｐ、セミノーアドバンテージ）とします。

　　　　　　　＊本大会は、コンソレーションは実施しません。 

　　（2）　試合球は、ダンロップ・フォート（イエロー）とします。

　　（3）　試合前のウォーミングアップは、レフェリーの指示がない限りサービス４本とします。

　　（4）　試合は、原則としてセルフジャッジで行います。（ロービングアンパイア制度導入）

　　（5）　勝者は、試合結果を速やかに本部まで報告してください。　ボールは、敗者がお持ち帰り下さい。

　8　注意事項　　
　　（1）　日程表（※12　日程表）に記載してあるコール時間までに本部へ出席を届けてください。

　　　　　　　コール時間に出席を届けるということは、即座に試合に入ることのできる状態です。遅刻しないようにしてください。

　　（2）　ウェアについては「大会出場時のテニスウェア着用基準」を参照してください。

　　（3）　試合中は、以下の者以外はコートに立ち入ることはできません。

　　　　　　　＊当該プレーヤー、レフェリー、アンパイア、試合運営の役員、特に入場を許可された者

　　（4）　雨天時の大会実施状況は、協会ホームページ【本日のお知らせ】で確認できます。

　　　　　　　＊午前8時から発信　　http://www.toyota-ta.jp/Mobile/

　　（5）  雨天等で日程変更する場合は、ホームページ、当該会場、スカイホール豊田でお知らせします。

　　（6）  ドロー発表後に不参加が判明した場合は、『10．問合せ先』 へ連絡してください。

　　（7）  不正参加が判明した場合は、その時点で失格とし、今後、豊田市テニス協会主催･主管の大会に参加できません。

　　（8）  大会中のケガ等については、主催者にて応急手当を行いますが、その後の責任は負いません。

　9　表　　彰　　
男子　一般 １位～３位（3位決定戦は実施しません）

女子　一般 １位

男子　45歳以上 １位・２位

男子　35歳未満・35歳以上・40歳以上 １位

男子　50歳以上・55歳以上・60歳以上 １位

女子　45歳以上 １位

10　問合せ先 豊田市テニス協会　競技委員会　　携帯：080-2628-2709

 　　ホームページ　「お問い合わせ」へ

11　ｺｰﾄｻｰﾌｪｽ 全会場砂入り人工芝コート　　

＜兼 豊田市民テニス選手権大会 シングルス＞

豊田市民総合体育大会 テニス競技（シングルス）

実 施 要 項
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12　日 程 表 会場、コール時間　

男子一般 男子35歳未満

　　9:30 2～7、9～12 　　9:30

10:00 15～18、21～24、27～30 10:00

10:30 33～36 10:30 3～6

11:00 1、39～42、46～49 11:00 7、8

11:30 8、13、14、19 11:30 1

12:00 20、25、26、31、32、37

12:30 38、43、44、50 男子35歳以上

　　9:30 2、3、8、9

女子一般 10:00 4～7

　　9:30 2、3 10:30

10:00 11:00 1、10

10:30 1、4～8、10

11:00 男子40歳以上

11:30 　　9:30 2、3、7、8、10、11

10:00 4、6

10:30 1、9、12

男子45歳以上

　　9:30 1～10

10:00 11～16

　 ※ 男子一般、女子一般の部門を並行して進めます 　※ 上記４部門を並行して進めます

男子50歳以上

　　9:30 2～5

10:00 6～11

10:30 12、13

11:00 1

11:30 14

男子60歳以上

　　9:30 2、3、7、8、10、11

10:00

10:30 1、4、6

11:00 9、12

　※ 上記２部門を並行して進めます

男子55歳以上

　　9:30

10:00 3～8

10:30 9、10

11:00 11～16
11:30 1

女子45歳以上

　　9:30 1～8

　※ 上記２部門を並行して進めます

　※ 試合が一日で終わらなかった場合、残りの試合は予備日に実施します。会場が変わる可能性もあります。

13　感染予防の実践
　　（1） 別紙１の「チェックリスト(大会参加者用)」の内容を遵守してください。

　　・チェックリストは、お一人ずつ受付時に提出していただきます。

　　　　　 　ダウンロードし、記入して持参し、受付に提出してください。（受付時の混雑回避）　　・受付時の混雑回避のため、ホームページからダウンロードして、事前準備をお願いします。

　　（2） 別紙２の「大会参加選手の皆様へ」の内容を確認し、円滑な進行となるよう、ご協力お願いします。

14　その他
　　　今後のコロナの感染症の発生状況により、大会の中止や更なる要項の改訂を行う場合がありますが、ご了承ください。

豊田市テニス協会ホームページ　 http://www.toyota-ta.jp
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《別紙１》

2020年　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　　　■会場：　　　　　　　　　　　　　　

■名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　■連絡先(携帯)：　　　　　　　　　　　

■今朝の体温：　　　　　　　　℃　 ■□本日体調に異常はありません

手洗いやアルコール消毒などの基本的な衛生対策を徹底します。

感染防止に必要な施設からの指示・措置を遵守します。

過去１４日以内に、①～③のいずれかに該当しません。

①発熱や風邪の症状等の体調不良があった人

②同居の家族など①に該当する人との濃厚接触があった人

③海外から帰国（入国）した人

適宜、マスクを着用します。

できる限り接触を避け、３密を避けるための対策を行います。

（例）選手以外の付き添いの人は連れてこない

ベンチ以外に個人で折り畳み椅子を持ち込み、離れて座る　など

必要以上に大きな声は出しません。

競技中以外の時間（施設利用前後のミーティング、休憩中など）は、利用者

同士の十分な間隔を確保します（１ｍ以上、介助者などが必要な場合を除く。）

他人の用具や備品は極力借りません。

自宅で運動着に着替えてから来場するなど、できる限り更衣室の利用を控えます。

コートや待機場所で、極力唾や痰をはきません。

タオルの共用やスポーツドリンク等を放置したり、回し飲みしません。

飲み切れなかったスポーツドリンク等を指定場所以外に流しません。

活動終了後は速やかに退館します（施設に長時間留まっての歓談等はしません）。

大会参加後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、大会レフェリーと

施設管理者に対して速やかに報告します。

※新型コロナウイルスの感染者もしくは濃厚接触者が出た場合は、保健所から濃厚接触者の該当者へ連絡がいきますので、

　 主催者から関係者への連絡は行いません。

※新型コロナウイルスの感染者もしくは濃厚接触者が出た場合は、該当者及び該当チームの連絡先を保健所から提示を

　 求められることがありますのでご承知おきください。

※関係者が濃厚接触者と判定された場合は、保健所からの指示に従ってください。
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チェックリスト（大会参加者用）
※会場受付時にご提出ください。

□　以下の内容を遵守します

チェック 項　　目



《別紙２》

選手の皆様には、以下の注意事項を実施していただき、大会の円滑な進行にご協力をお願いいたします。

来場前の検温と体調チェック

□検温により平熱の確認 37.5℃以上の熱や体調に異常がある場合は、

□発熱や咳、のどの痛みなど風邪の症状がない 会場に行かず、下記の問い合わせ先に連絡する。

□だるさ、息苦しさがない

□臭いや味がいつもと同じ 体温計の無い方は、会場で計測

・コートの入退場時に

・ゲームの開始時、終了時に

勝者　➡　結果報告

敗者　➡　ボール持ち帰り

　日陰の密集を避ける。 ・選手以外の観戦・応援は自粛

・会場で発生したゴミは、各自で持ち帰る

・大会終了後は、施設に長時間滞在しない。

・後日、感染が確認された場合は、速やかに下記の問い合わせ先に連絡をお願いします。

❼ コンソレーションはなし ➑ 途中体調不良は、帰宅

試

合

中

❶ こまめに手指消毒を ❷ プレー中のマスク着用は○

マスクによっては、唾や汗の飛沫防止

になったり、熱中症対策に効果的な

マスクもあるため、プレー中の着用は、

自主判断で。

➌ 挨拶は距離を取って ❹ 握手・ハイタッチはなし

マスク・サングラス

を外して挨拶

相手への敬意は忘れずに

❺ スコアの確認は確実に ❻ ベンチ使用後は選手で除菌を

・利用する場合も距離を取って

・利用後は、設置の除菌シート

　でふき取りを

大

会

後

体調不良となった場合、即座に試合を中止し、

帰宅をしていただきます。

待

機

中

・マスクは基本着用。

　ただし、距離が取れる場合は ・散歩コースなど、共有スペース

　外して熱中症対応 　の通り道を塞がないように注意

・日除け用具や椅子を用意し、

スコアボードは

設置しません

大会参加選手の皆様へ

　項　目

当

日

朝

受

付

手指消毒
・チェックリストの提出

・本人の確認

＜問合せ先＞ 

 競技委員会  携帯  080-2628-2709  
 ホームページ  「お問い合わせ」へ http://www.toyota-ta.jp  


