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2023年・第87回春季リーグ戦開催にあたって
第87回東京実業団春季リーグ戦が開幕になります。
この春も男子372、女子102チームのエントリーがあり、優勝を目指して熱い戦いが展
開されるものと期待します。
今大会もテニス日本リーグ方式に合わせ、各社コートでのリーグ戦及び決勝大会では、

全試合単複ともファイナルセットは、10ポイントマッチタイブレーク方式で実施します。（※）
（※）【セット数１、ゲーム数１－０】
今大会は、公益財団法人日本テニス協会から発出された「JTA公式テニストーナメント

開催ガイドライン」等に基づき開催します。
参加チームの皆様方には、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い」を遵守し
ていただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しながら、実業団テニスを発展させるべく、
役員一同、さらに努力して改善してまいりますので皆様のご協力も宜しくお願いします。
最後に今回ご協賛頂く、アメアスポーツジャパン株式会社様ほか、ご協力頂く各社に
御礼申し上げ、参加チーム・選手にとって実りある大会となりますよう祈ります。

【今回、特にお願いしたい事項】
（1）試合結果報告の提出期限を厳守願います。
（2） 決勝大会（プレーオフ）は、“３ポイント”（２シングルス、１ダブルス）、男子は単複の重複・不可。

単複ともベストオブ３タイブレークセット（ノーアド）、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク方式とします。（※）
（3）決勝大会の女子１部では、１－８位の順位決定戦を行います。
（※）男女１部順位決定戦及び男女１－２部入替戦に、ノーアドは適用しません。

【留意事項】
（1）登録に関する事項
・登録簿は４月15日までに提出してください。（１部は３月15日まで）
・登録簿に記載のない選手は出場できません。
・他県の同種の大会と両方に出場することはできません。（２重登録はできません）
・１部の登録簿には、2023年第11週付発表のJTAランキングを反映した順番で記載してください。
　また、登録した順位は当初の登録で本大会期間中は固定となります。

（2）MTO（メディカル・タイムアウト）
・「JTA TENNIS RULE BOOK最新版」に従って対処してください。

（3）ウェアについて
・ 「JTA TENNIS RULE BOOK最新版」の規定に拘わらず、表示、ロゴ等の自チーム名、自企業名及び商品名に
ついては大きさ、数の制限を一切しません。

【参加チーム幹事の皆様へ】
（1）大会の主旨について　・・・・幹事の皆さんが「頼り」です
東京実業団リーグ戦の開催主旨は、まず「試合を実施する」ことです。
幹事のみなさん、スケジュール調整は大変だと思いますが、日頃の練習成果を試す意味で実業団各チームがウィー
クエンドに時間を割いて試合を行うのですから、できる限りの工夫をして全ての試合ができるよう頑張ってください。

（2）出場資格　・・・・・・自己申告です、自社のメンバー限定です
他社の選手や学生など自社チームに関係ないメンバーが出場しないよう願います。

（3）お願い　・・・・・・皆さんの協力が必要です
このリーグ戦はじめ、実業団主催の行事は営利目的ではなく、皆さんと同じように仕事で忙しい実業団の有志が業
後に準備をしています。協力してください。
（a） 参加申込の期限を守ってください。
（b） 決勝大会には必ず参加してください。（無断欠場は対戦相手が迷惑します）
（c） 参加全チームは全試合終了後、３日以内に試合結果を幹事チームに提出願います。
（d）  幹事会社（各ブロック・コード№１）は最終日から１週間以内にブロックの対戦結果をまとめ、速やかに協会

に提出してください。
テニスは個人競技ですが、東京実業団には『会社の看板』で加盟されていることを忘れないでください。

Co ディレクター

岡村　繁
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