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大会要領（抜粋・2023年春季・第87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

徹底してください。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ください。
１．大会使用球　 ウイルソンUS OPEN EXTRA DUTY　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ください。

・１部は予備日の指定日を設定します。

３．決勝大会 〈男女１部決勝戦、順位決定戦、１－２部入替戦〉
・１ダブルス・２シングルスの３ポイントとし、男女とも同一選手が単複に重複出場できない。
・試合順はシングルス２、１、ダブルスとする。
・ 全試合ベストオブ３タイブレークセット（６－６オール・７ポイントタイブレーク）（デュー
スあり）とし、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。

〈プレーオフ〉
・１ダブルス・２シングルスの３ポイントとし、男子は単複重複出場不可、女子は単複出場可。
・試合順はダブルス、シングルス１、２とする。
・ 全試合ベストオブ３タイブレークセット（６－６オール・７ポイントタイブレーク）（ノーアド）
とし、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。

（1）決勝日程
試合日/コート 集合時間 試合内容 男子対象チーム 女子対象チーム

５／20（土） 有明テニスの森
（インドアハード）

８：50 １部決勝戦・順位決定戦 １部　１～３位 １部　１～４位
女子11：45

１－２部入替戦
１部　Ａ５、６位、Ｂ５、６位
　　　（下位２チーム）
２部　１位

１部　A６位、B５位
　　　（下位１チーム）
２部　１位男子13：00

〈プレーオフ日程〉 男子プレーオフ 女子プレーオフ
試合日/コート 集合時間 男子３～９部 男子10部 女子３～７部

５／20（土） ゆうぽうと ８：20 ８部　その１～５
12：00 ３部、４部、８部その６

５／21（日） ゆうぽうと ８：20 10部　その１・２ ３部、４部
12：00 10部　その３～５

５／27（土）
ゆうぽうと ８：20 ９部　その１～３ ５部

12：00 ９部　その４～６ 10部　その６・７

小 金 井 ８：50 ７部 ６部
12：50 10部　その８～11

５／28（日） ゆうぽうと ８：20 ５部 ７部
12：00 ６部

（2）プレーオフ留意点 ●プレーオフの対象は男子３～６部，９部、女子４・６部の２・３位とする。
　また、男子７部、８部、10部、女子３部、５部、７部の１・２位とする。
・組合せは、同じ部の ｢A２（1）位vsB３（2）位｣ ｢A３（2）位vsB２（1）位｣ とする。
・天候等により、試合方法を変更したり、打ち切ることもある。

（3）会場案内図 ・試合会場は、別掲の地図を参照してください。
（4）当日のスケジュール 集合受付 開　会　式 試合開始

午前の部　有明1部　決勝戦・順位決定戦 ８：50 ８：50 ９：00
昼の部　　有明1－2部　入替戦女子 11：45 11：45 NB 11：55
昼の部　　有明1－2部　入替戦男子 13：00 13：00 NB 13：10
午前の部　小金井 ８：50 ８：50 ９：00
昼の部　　小金井 12：50 12：50 NB 13：00
午前の部　ゆうぽうと ８：20 ８：20 ８：30
昼の部　　ゆうぽうと 12：00 12：00 NB 12：10

（5）開催可否案内 荒天等による試合の中止及び延期等については、実業団委員会HP内「開催状況情報他」でお知
らせしますが、大会当日の試合の可否については現地大会本部で判断しますので、選手の皆様
は指定された会場に集合していただき、現地大会本部の指示に従ってください。

（6）会場の臨時電話 ・有　　　明：０９０－２９１４－２５８１……当日のみ、午前８時30分以降
・ゆうぽうと：０８０－５５０９－５３２７……当日のみ、午前８時以降
・小　金　井：０８０－５９３０－７６５２……当日のみ、午前８時30分以降

（7）予備日 ・予備日は５月27日、28日、７月２日を予定します。

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……………………………３月15日（水）
（2）ブロック別一覧表配信（協会より）………３月22日（水）

５．今回の編成について ・ 編成表を確認してください。なお、今大会のリーグ編成では、エントリー数により前秋季で
示した昇降図の中の女子3部と6部を、降格チームの無いリーグ編成に変更になりました。
・ 今大会の昇降格は、原則としてP.18～19記載の通り行う予定です。

６．その他 ・ 決勝大会には必ず参加してください。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ください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


