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大会要領（抜粋･平成23年秋季･64回大会版）
この大会要領は日程・会場等各季において変更される部分、及び、特記すべき事項を抜粋していますので、チーム

内に連絡を徹底して下さい。尚、継続して使用する要領の詳細は次ページ以降を参照して下さい。
［1］大 会 使 用 球 ダンロップ　フォート 注）指定球以外の使用は認められません。
［2］大　　会　　日　　程 ・日程は別表の通り。安易に試合日を変更しないで下さい。

・１部は予備日の基準日を設定します。
［3］決勝大会（決勝戦･入替戦等） ・決勝大会は『プレーオフによる昇格』を男子３〜10部、女子３〜８部に採用。

・原則、３セットマッチで行う。「ノーアドバンテージ・スコアリング方式」を採用。
但し、ノーアドは決勝戦・入替戦には適用しない。８ゲームに短縮の場合も適用しな
い。また、ダブルスには、マッチタイブレーク（10ポイント）を採用する。

※会場案内図：試合会場は、別掲の地図を参照して下さい。有明Ｃは砂入り人工芝コートです。

【当日のスケジュール】
午前の部 8：50

集合受付
9：00
開会式

9：15
試合開始

【開催可否案内】
　・開催の可否はテレフォンサービス等で案内しますが、雨天等で開催が危うい場合でも、極力会場に集合
　　して下さい。
　　①テレフォンサービス：当日、午前７時30分より　（０３－３３１０－４７４７）
　　②会場の臨時電話：当日のみ、午前８時30分以降　・有　明（０９０－２９１４－２５８１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・小金井（０８０－５６７７－２７２２）
　　③携帯サイト：URL http://ttajitu.sblo.jp/
【予備日】　予備日は11月５日・12日・19日・20日・23日・26日・27日を予定します。

試合日/コート
〈決勝日程〉

時間

10／29（土）有明Ｂ 8：50

試合内容
１部　決勝 １部　１位

１部　下位２チーム
２部　１位１－２部　入替

１部　１位
１部　下位２チーム
２部　１位

男子対象チーム 女子対象チーム

10／29（土）

10／30（日）

11／５（土）

11／12（土）

11／19（土）

11／20（日）
11／23（水）

プレーオフ
留意点

※特別対応/今回限り
・65回春季に８部を倍増
　の編成替えを実施する

試合日/コート 時間
有明Ｂ
有明Ｃ

有明Ｃ
小金井

小金井

有明Ｃ

有明Ｂ
有明Ｂ

有明Ａ
●プレーオフの対象は男子３～６部、８部、女子４～６部、８部の２・３位とする。
　また、男子７部、女子３部、７部の対象は１・２位とする。
・組合せは、同じ部の「Ａ２（１）位 vs Ｂ３（２）位」、「Ａ３（２）位 vs Ｂ２（１）位」とする。
・男子のプレーオフは３ポイント（２シングル、１ダブルス）とし、単複重複出場不可。
・試合順は、①ダブルス②シングルス１③シングルス２の順とする。 
・天候等により、試合方法・会場を変更したり、打ち切ることもある。

【９部】①１、２位は自動昇格、②３－４位によるプレーオフの勝者が昇格。
【10部】①１位は自動昇格、②２－３位によるプレーオフの勝者が昇格。
ただし、８、９部の最下位は降格する。

8：50
8：50
8：50
8：50
8：50
8：50
8：50
8：50
8：50
8：50

５部
６部
９部　その１～４
７部
９部　その５～８
３部

８部
予備日
４部

男子10部以外 男子10部
男子プレーオフ 女子プレーオフ

10部　その11～14

10部　その15・16

10部　その１
10部　その２～７
10部　その８・９

10部　その10

８部　その１
５部
６部
４部
３部
８部　その２
７部　その１・２
７部　その３・４

８部　その３

女子対象チーム
〈プレーオフ日程〉

［4］１部の登録簿提出（シングルス実力順、要項を参照）
（1）登録簿提出期限　……………………………９月１日（木）
（2）ブロック別一覧表送付（協会より）………９月６日（火）

［5］今回の編成について ・男子８、９部は４位以下を、女子７部は降格なしとしました。
［6］そ　　 の　　 他 ・決勝大会には必ず参加して下さい。対戦チームが迷惑します。不参加の場合、昇格で

きません。順位を充分、確認して決勝大会に出場下さい。
・関東リーグは、９月２日〜４日に埼玉県で開催されます。
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