大 会 実 施 要 項

平成３０年４月１日

高 知 県 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟

総

則

１．各 大 会 参 加
（１） 参加資格
高知県ソフトテニス連盟（以下「県連盟」という）に、所定の登録用紙へ記入し、登
録料を納めた者であること。
ただし、ねんりんピック大会・ソフトテニスの日に限り未登録者の出場を可とする。
（２） 申し込み方法
ア．原則として、大会実施要項巻末に示す「申込書」により、種別、出場者のフルネ
ーム、所属団体を記入し、封書又は、電子メールにより申し込むこと。
イ．各大会開催週から数えて２週間前の水曜日１７時で受付を締め切る。
例：大会第３週 → 締め切り第１週の水曜日 ＊例外あり
ウ．申し込みは、各団体の責任者名をもって行うこと。
エ．申込先は、下記のとおり
※ 申込は郵送又は電子メール （申込書は高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟ホーム・ページに掲載）

一般(中学生以上)
〒７８７－００１２
四万十市右山五月町９－３－１ 職員住宅 1 号
西森 隼也宛
TEL ０９０ –４７８６ -７３１１
E-mail： ksta.nishimori@gmail.com

（高知県ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ交流大会、高知老童ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会）
注） 上記大会の申込先ついては、後述の「平成３０年度各大会案内」
を参照下さい。
オ．中学校、高等学校の部の大会は、それぞれ中体連、高体連。小学生の部の大
会は、「高知県小学生ソフトテニス連盟」、高知県レディースソフトテニス連盟主
催の大会は、「高知県レディースソフトテニス連盟」の定めによる。
（３） 大会参加料
ア．各種別の参加料
○ 団体戦の参加料（１団体につき）
一般 ８，０００円、 高校 ４，０００円、 中学 ２，０００円
○ 個人戦の参加料
①ダブルス（１ペアにつき）
一般 ３，０００円、 高校 １，５００円、 中学 １，０００円、 小学 １，０００円
インドア大会 ５００円アップ
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②シングルス（１名につき） １，５００円
イ．参加料の取り扱い
○ 県連盟に会員登録のない者については、１．５倍の参加料とする。ダブルス
及び団体チームに未登録者が含まれる場合も同様の扱いとする。
○ 申込者の都合で出場できない場合でも、参加料を納めること。大会がやむを
得ない理由により延期した場合も同様の扱いとする。
○ 大会が実施されなかった場合は、参加料を返還する。

（４） 大会参加への条件
ア．ユニホーム、シューズ、ラケット等は、日本ソフトテニス連盟公認のものを着用・
使用すること。
イ．選手は、ゼッケンを着用すること。
ウ．受付は、大会当日の開会式（開始式）１０分前までに完了すること。
エ．開会式（開始式）には、役員、選手は全員参加すること。
＊開会式（開始式）では、連盟から選手への連絡事項を伝えるので、全員参加す
ること。
オ．前年度優勝者は、優勝杯を整備し、必ず返還すること。
カ．各種別への参加制限 （男子、女子共通）
○ 年齢の制限
① 一般の部・・・・・・・・制限なし
② 成年の部・・・・・・・・満３５才以上
③ ｼﾆｱ４５才の部・・・・満４５才以上
④ ｼﾆｱ５０才の部・・・・満５０才以上
⑤ ｼﾆｱ５５才の部・・・・満５５才以上
⑥ ｼﾆｱ６０才の部・・・・満６０才以上
⑦ ｼﾆｱ６５才の部・・・・満６５才以上
⑧ ｼﾆｱ７０才の部・・・・満７０才以上
○ 年令の起算日
① ﾖﾈｯｸｽ杯、日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞに限っては、４月１日
② 高知県ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ交流大会に限っては、翌年の４月１日
③ その他の県内の大会は、大会前日
○ その他の制限 （個人戦の場合）
① 高校生・・・・・・・・・・・・・・・・・・高体連に登録している者
② 中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・中体連に登録している者
③ 小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・高知県小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟に登録している者
④ 男子２部・・・・・・・・・・・・・・・・・別に定める
⑤ レディースの部・・・・・・・・・・・別に定める
○ その他の制限 （団体戦の場合）
① 男子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・制限なし
② 女子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・制限なし
③ 男子２部・・別に定める男子２部、ｼﾆｱ４５才以上及び中学生で構成
④ 女子２部・・別に定めるﾚﾃﾞｨｰｽの部、ｼﾆｱ４５才以上及び中学生で構成
⑤ 実業団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別に定める
○ その他の制限 （１大会に出場できる種別）
出場者は、一人１大会１種別に限る
○ 特別な場合
全国大会の予選（選考）を兼ねているもの及び全国大会、四国大会、クラス
別大会等については、その大会の種別による。
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○ 参加条件
① 男子２部
a． 初級者（経験が５年未満の者）の種別である
b． 満７０才以上の者で参加を希望する者
c． 前者と同程度の技術であると競技委員会が認める者（希望者は連盟へ
の登録時、団体毎に一括申し出る）
d． 高校生、中学生は除く
② レディースの部
a． 初級者（経験が５年未満の者）の種別である
b． 満６５才以上の者で参加を希望する者
c． 前者と同程度の技術であると競技委員会が認める者（希望者は連盟へ
の登録時、団体毎に一括申し出る）
d． 高校生、中学生は除く
＊ 前記の大会参加条件は、ペアではなく、各個人のことである。 また、下位の
種別の者が上位の種別に出場することは妨げない。
（５） 大会当日の棄権等について
大会当日において、次の場合は、棄権として取り扱う。
ア．大会当日、選手の遅刻又は試合出場コールがあっても、コートに出ない場合
イ．団体戦のとき、一部の選手不在の場合
ウ．不正行為のあった場合
（６） その他
ア．大会がやむを得ない理由により、当初から中止され、１ヶ月以上の後に延期さ
れる時は、再度申し込みを必要とする。
この場合は、新たな申し込みができる。（順延が１ヶ月以内の場合は、新たな申
し込みはできない）
イ．団体戦への出場資格は、同一団体、同一クラブ、同一学校で編成したチーム
であり、所属が異なる場合のチームは、団体として認めない。
この場合オープンとして参加を認めることがある。
ウ．大会案内、全国大会案内、講習会案内、その他種々の連絡については、高知
新聞スポーツ告知板を利用し、役員、選手に周知徹底を図る。
エ．申込数が「３」に満たない種別については、他の種別へ統合することがある。
（大会申込書の該当欄に、希望した種別以外での参加希望の有無を必ず記入
すること） また,申込数が「８」に満たない場合は、リーグ戦とすることがある。
オ．申し込みのない選手は、たとえ棄権の組があっても大会当日、新しく参加する
ことはできない。（前述のほか、大会毎に定めのある場合があるので注意のこと）
カ．大会等の予選会（選考会）に出場する者は、その本大会の日時、場所等を熟知
のうえ参加し、予選会（選考会）で参加資格を得た場合は、必ず本大会に出場
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しなければならない。（その実施日等から本大会へは参加できないことが予め
判っている場合は、予選会に出場してはならない）
キ．全国大会等で、大会に参加する選手が各々有していなければならない資格が
定められている場合、無資格者は県予選にも出場できない。
（西日本選手権、全日本社会人等は「技術等級制度２級以上と公認審判員制
度の有資格者であること」、全日本選手権大会は「技術等級制度ＳＰ以上と公
認審判員制度の有資格者であること」となっているので注意のこと。ただし、
成年、シニアの部及び日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会については、「公認審判員制度
の有資格者」となっている）
ク．リーグ戦における対戦順序については、原則としてシード優先の対戦順序とする。
ただし、全国大会等の予選、あるいは予選を兼ねる大会又は必要と思われる
大会においては、その大会当日競技委員長が、対戦順序を特に定めることが
ある。

２．番 組 編 成
県連盟の主催する大会の番組編成にあたっては、次の方法を基に行う。
（１） シードするペア数（ダブルス）・人数（シングルス）・チーム数（団体）
ア．５０以下の場合は、８本をシードする。
イ．５１～１００の場合は、１６本をシードする。
ウ．１０１以上の場合は、３２本をシードする。
エ．前年度の大会実績によって行う。
オ．ダブルスは同じペアを優先し、異なるペアは次のシードで考慮する。 （異なる
ぺアは、日本ルールでは後衛を優先する）
カ．シードする場合は、前年度の対戦は避けるが、他は同一所属のみを考慮する。
（２） シード外について
ア．同一所属は、分散さす。
イ．その他は、考慮しない。

３．選 手 変 更
県連盟で主催する大会における選手変更を認める場合の条件は、下記のとおりとす
る。
（１） 個人戦
出場ペアの２人とも出場しない場合、及びシングルスの選手変更は認めない。
ア．申し込みをした後、申し込み締切日時までにやむを得ない事情により、出場で
きなくなった場合は、選手変更が認められた者に限り選手変更できる。
イ． 組合せ決定後（申し込み締切日時以降）の選手変更は原則として認められない
-4-

が、次のウ、エに限り変更を認める。
ウ．大会当日、選手（申し込みのあったペアをいう）の都合で、どちらか１人が支障
のある場合は、申し込みのない選手をもって出場さすことができる。
エ．２ペアの双方１人ずつ支障がある場合には、一方の組を棄権とし、片方の組に２
人で出場することができる。ただし、同一種別に限ることとし、何れの組に配置
するかは、競技委員長が決める。
オ． 選手変更を願い出る時は、別表１の『選手変更届』の所定欄に記入のうえ、競
技委員長に提出し、承認を得ること。
（２） 団体戦
大会当日の受付時までに変更届（変更後の申込書）を競技委員長に提出し、承
認を得ること。
（３） 代表選手の変更について
ア． 団体、地区対抗大会、全日本レディース大会、県・市等の代表となった選手の
変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事故があった場合は、連盟
が決定する。
イ． やむを得ない事故が発生した場合は、速やかに連盟に連絡しなければならな
い。

附

則
1.昭和 48 年４月１日
2.昭和 54 年４月１日
3.昭和 57 年４月１日
4.平成 元年４月１日
5.平成 6 年４月１日
6.平成 8 年４月１日
7.平成 10 年４月１日
8.平成 11 年４月１日
9.平成 12 年４月１日
10.平成 13 年４月１日
11.平成 14 年４月１日
12.平成 15 年４月１日
13.平成 16 年４月１日
14.平成 17 年４月１日

制定
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

15.平成 18 年４月１日
16.平成 19 年４月１日
17.平成 20 年４月１日
18.平成 21 年４月１日
19.平成 22 年４月１日
20.平成 23 年４月１日
21.平成 24 年４月１日
22.平成 25 年４月１日
23.平成 26 年４月１日
24.平成 27 年４月１日
25.平成 28 年４月１日
26.平成 29 年４月１日
27.平成 30 年４月１日
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一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

別紙１

↓（どちらかに○）

選 手

変更 ・ 棄権

届

大会の出場選手の変更をお願いします

１．種 別

の部

２． ＮＯ．
３．申込者の氏名と所属クラブ等

氏名（フルネーム）

・

所属クラブ等 （

）(

)

４．変更しようとする氏名と所属クラブ等
（ フリガナ ）

氏名（フルネーム）

・

所属クラブ等 （

）(

競 技 委 員 長

)

殿
平成

年

選手変更届提出者
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月

日

４．平成３０年度各大会案内
（１） ヨネックス杯 高知県ソフトテニス大会 （兼四国選手権大会選考会）
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

平成３０年４月１日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、成年男子、成年女子
ｼﾆｱ男子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
ｼﾆｱ女子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
男子２部、レディースの部
エ．申込締切
平成３０年３月２１日（水） １７時必着のこと
注） この大会の開会式（８時４５分）の前に、今年度の総会を行うので、今大会の出
場の有無を問わず、会員は参加すること （今年度の各大会に共通した注意事
項等は、大会毎の案内等では省略することがあるので注意のこと）
（２） ミズノ杯 クラブ・学校対抗高知県ソフトテニス大会（団体戦）
ア．日
時
イ．場
所
ウ．種
別
エ．申込締切
オ．チームの
編
成

カ．試合方法

平成３０年４月２９日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、男子２部、女子２部
平成３０年４月１８日（水） １７時必着のこと
監督１人と選手４～８人で構成し、監督は選手を兼ねてもよい
ただし、同一チームが複数出場の場合は、次による
○Ａ，Ｂチーム・・・・・・・Ａチームは６～８名で構成
○Ａ，Ｂ，Ｃチーム・・・・Ａ，Ｂチームは６～８名で構成
○試合前にオーダーを提出する。（控え選手も記入）
○組数不足（２組）チームは、３番目を欠場とする
○組数不足同士の対戦で１勝１敗になった場合は、勝者同士
の対戦で決定する
○監督は、ゲーム中であっても、タイムを申し出て、選手を随
時控え選手と交代させることができる
○選手交代は、ノータイム（直ちにプレーを再開）
○オーダー提出時に、監督には○印を付すこと

（３） ナガセケンコー杯 高知県ソフトテニス大会
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

エ．申込締切

平成３０年５月３日（木）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、成年男子、成年女子
ｼﾆｱ男子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
ｼﾆｱ女子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
男子２部、レディースの部
平成３０年４月１８日（水） １７時必着のこと
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（４） 高知県シニアスポーツ交流大会２０１８ （第３１回 ねんりんピック選考会）
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

平成３０年５月１０日（木）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
①６０才以上の男子の部
②６０才以上の女子の部
③６０才以上の女子と７０才以上の男子との混合の部
エ．申込先・締切 平成３０年４月２５日（水） １７時必着のこと
申込先

〒780-0802
高知市丸池町７－１１
高橋 努 宛
TEL：088-861-2380 FAX：TEL と同じ
Mail: tuto18@kcb-net.ne.jp

オ．参 加 料

５００円／人

注） 各部で選考された１ペアがチームを結成し、高知県を代表してねんりんピック
全国大会 （１１月３日(土)～６日(火) 富山県高岡市で開催）に出場

（５） 第２２回 高知老童ソフトテニス大会
ア．日
時
イ．場
所
ウ．参加資格
エ．試合方法

平成３０年５月１６日（水）
９：００ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子６０才、女子４５才以上の方
クラス別にして、４～５組のリーグ戦
（各クラス別に表彰）
オ．申込先・締切 平成３０年４月１８日（水） １７時必着のこと
申込先

〒780-0802
高知市丸池町７－１１
高橋 努 宛
TEL：088-861-2380 FAX：TEL と同じ
Mail: tuto18@kcb-net.ne.jp
＊ 申込み締切日が早くなっていますので、注意してください

カ．参 加 料
協

賛

２，０００円／人 （昼食付き）
:

スポーツショップ・フットワーク
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（６） 国体高知県選考会 （成年の部）
ア．日
時
平成３０年５月２７日（日）
８：４５ 開会式
イ．場
所
高知市東部総合運動場テニスコート
ウ．種
別
成年男子、成年女子
エ．申込締切
平成３０年５月９日（水） １７時必着のこと
＊1 申込み締切日が早くなっていますので、注意してください
＊２県外の大学生及び県外の社会人の場合で『ふるさと選手制度』 活用する
選手は、申込みと同時に県連のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の『ふるさと登録届 （様式
1-A 初回、 様式 1-B ２回目以降）』を事務局へ郵送のこと
注） １．選考会で上位になった選手は、国体候補選手とする
２．候補選手は、四国連盟の行う「四国成年男女強化練習会」、県連盟が行う
強化合宿、その他の強化練習に参加しなければならない
３．選考会で１位となったペアには、全日本選手権大会への出場権を与える
（７） 日本スポーツマスターズ２０１８ 高知県予選
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

平成３０年７月８日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
A．３５才以上の女子の部
B．３５才以上の男子の部
C．４５才以上の女子の部
D．４５才以上の男子の部
E．３５才以上の女子と４５才以上の男子との混合の部
エ．申込締切
平成３０年６月２７日（水） １７時必着のこと
オ．参加者の資格 ○日連登録者で、公認審判員制度の有資格者であること
○前年度の国体選手として参加した者は、本大会に出場する
ことはできない
○監督は、ソフトテニスコーチ（Ａ，Ｂ，Ｃ級）又はスポーツ指
導員（Ａ，Ｂ，Ｃ級）資格を有する者が望ましい。 監督・コー
チは、選手の交代要員として出場することができる
注） 各部の勝者５ペアでチームを結成し、高知県を代表して全国大会 （９月１５日
～１６日 北海道札幌市・志別市で開催）に出場
（８） 高知新聞社・ＲＫＣ高知放送杯 高知県ソフトテニス大会
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

エ．申込締切

平成３０年７月１６日（月）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、成年男子、成年女子
ｼﾆｱ男子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
ｼﾆｱ女子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
男子２部、レディースの部
平成３０年７月４日（水） １７時必着のこと
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（９） 第３回 ITO CＵP 高知オープン ( 旧 ＮＴＴ西日本杯 )
ア．日
時
平成３０年９月２３日（日）
８：４５ 開会式
イ．場
所
高知市東部総合運動場テニスコート
ウ．種
別
男子・女子の１部、２部、３部、４部
エ．申込締切
平成３０年９月５日（水） １７時必着のこと
＊申込み締切日が早くなっていますので、注意してください
オ．参加資格
各部に出場する者の資格は下記の基準による
[参加資格基準]
① １部に出場する者の資格
a.
b.
c.
d.

一般の部（高校生以上の学生含む）
成年の部
中学生で、県総体ベスト８に進出した者
その他、上記と同程度の技術と競技委員会が認める者

② ２部に出場する者の資格
a. シニア４５才・シニア５０才・シニア５５才に該当する者
b. 中学３年生で１部に該当しない者
c. その他、上記と同程度の技術と競技委員会が認める者
③ ３部に出場する者の資格
a. シニア６０才・シニア６５才に該当する者
b. 中学２年生で、１部に該当しない者
c. その他、上記と同程度の技術と競技委員会が認める者
④ ４部に出場する者の資格
a.
b.
c.
d.

シニア７０才に該当する者
男子２部・レディ－スの部に該当する者
中学１年生で、１部に該当しない者
小学生で、四国・全日本小学生選手権大会の高知県選考会でベスト８に
進出した者
（注）１．上記の資格は、ペアについてではなく個人である
２．下位の資格者が、上位の種別に出場することは妨げない
（10） 高知県ソフトテニス ミックス大会
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

エ．申込締切

平成３０年１０月８日（月）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
①混合ダブルス （年令制限なしの部）
②混合ダブルス （合計年令７０才以上の部）
③混合ダブルス （合計年令９０才以上の部）
④混合ダブルス （合計年令１１０才以上の部）
⑤混合ダブルス （合計年令１３０才以上の部）
平成３０年９月２６日（水） １７時必着のこと
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（11） 濱川杯 高知県ソフトテニス選手権大会
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

エ. 申込締切

平成３０年１０月１４日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、成年男子、成年女子
ｼﾆｱ男子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
ｼﾆｱ女子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部
男子２部、レディースの部
平成３０年１０月３日（水） １７時必着のこと

（1２） 赤 M 杯 高知県ソフトテニス大会
ア．日
イ．場
ウ．種

時
所
別

エ．申込締切

平成３０年１１月１１日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子、成年男子、成年女子
ｼﾆｱ男子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
ｼﾆｱ女子（４５才以上から７０才まで５才刻みの部）
男子２部、女子２部 （この大会に限りレディースの部を名称変更）
＊中学生１・２年生（県総体ﾍﾞｽﾄ８に進出者除く）の男女をそれ
ぞれ男子２部、女子２部に編入
平成３０年１０月３１日（水） １７時必着のこと

（1３） 第１６回 ソフトテニスの日
ア．日
時
イ．場
所
ウ．内
容
（参加制限）

平成３０年１１月２５日（日）
９：３０ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
○イベントの部 (年齢・経験不問)
・ ラケットとボール使った遊び
・ 初心者ソフトテニス教室
○大会の部 (経験者)
・ ゲーム (組合せ等当日決定)

＊ 連盟への未登録者の参加を歓迎する。 ただし中学・高校生は対象外
エ．申込締切

平成３０年１１月１４日（水） まで

＊なお、大会当日も受付可 （９時まで）

（1４） 第６回 高知県ソフトテニスシングルス大会
ア．日
時
イ．場
所
ウ．種
別
エ．参加制限
オ．申込締切

平成３０年 1２月９日（日）
８：４５ 開会式
高知市東部総合運動場テニスコート
男子、女子
高校生は秋・冬季大会ベスト１６に進出した者及び高校３年生以上
平成３０年１１月２８日（水） １７時必着のこと
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（1５） 高知県インドア ソフトテニス選手権大会
ア．日
時
イ．場
所
ウ．種
別
エ．参加制限
オ．申込締切

平成３１年１月６日（日）
９：００ 開会式
春野総合運動公園体育館（アリーナ）
男子、女子
○高校生は総体・夏季･秋季・冬季大会各ベスト８に進出した者
○中学生は県総体ベスト４に進出した者
平成３０年１２月２６日（水） １７時必着のこと

５．荒天時の対応
（１） 大会中止(延期)の決定
ア．大会前日、大会当日に台風の接近・上陸により被害が予想される場合、競技
委員長は大会の開催・中止(延期)を決定し、関係者に連絡すると共にホーム
ページへ掲載する。
イ．大会当日、午前６時時点で県下（東部・中部・西部のいずれかの地域）に大雨
又は暴風の気象警報が出ている場合は、大会を中止(延期)する。
（２）発雷によるゲームの中断
ア．ゲーム中、雷鳴・雷光により発雷を確認した場合、競技委員長は直ちにゲーム
を中断し、選手及び関係者を安全な場所に避難させる。
イ．ゲーム再開は、雷鳴・雷光が無くなって３０分経過後とする。

６．大 会 記 録
大会、イベント等で撮影された写真・映像等の著作権は、本連盟に帰属し、ホーム
ページ等への掲載および動画の配信を行います。
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