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開　　催　　要　　項

１．大　会　名 第 23回ダンロップ テニスワンディリーグ（併）第 6回 Super Mix大会
２．主　　　催 東京都テニス協会
３．運　　　営 東京都テニス協会実業団委員会
４．協　　　賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング
５．期日・会場

６．種　　　目 （1）男子チーム対抗戦
（2）女子チーム対抗戦
（3）男女混合チーム対抗戦
（4）Super Mixチーム対抗戦

７．参加チーム 最大 58チーム（男女及び男女混合、Super Mix最大 16チームの合計）
数 の 制 限 58チームを超えた場合は抽選により出場チームを決定する。

８．出 場 資 格 （1）東京都テニス協会実業団加盟団体の正式社員または職員で構成するチーム。
（2）Super Mixを除き、前年度の日本リーグ、当年度春季リーグ戦に出場した選手は参加できない。
（登録のみの選手は出場可能）

９．選 手 登 録 （1）男子は、監督１名、選手４名以上８名以内とする。
（2）女子は、監督 1名、選手 3名以上 8名以内とする。
（3）男女混合・Super Mixは監督１名、選手は男子２名以上４名以内、女子２名以上４名以内（計８名

以内）とする。
（4）大会当日、第一試合の開始までに、登録選手３名以内の変更が出来る。また、監督は選手を兼

ねることが出来る。
10．試 合 方 法 （1）１ブロック４チームによるリーグ戦（１日で３対抗の予定）。

（2）女子は１対抗 2ダブルス、その他は１対抗 3ダブルス（各試合６ゲーム先取とする）。
女子は 1勝 1敗になった場合は、取得ゲーム率で勝敗を決する。

（3）全種目、重複出場を認めるが、１対抗戦に同一ペアは１試合のみ出場可能とする。なお、第
一・第二試合は同時開始することがあり、メンバーは重複できない（除女子）。混合ミックスは
第三試合とする。また、試合順は第三試合が１番目となることがある。

（4）各ブロックとも全日程を半日で終了予定（天候が悪い場合は別途）。
（原則、半日。午前：９時−12時半、午後：12時半−16時。除く、Super Mix）
なお、Super Mixの決勝（予定）も同日行う（ワンディとする）。

（5）各対抗の勝敗決定後も全試合を実施。Super Mixの決勝は打ち切る場合がある。
11．使　用　球 ダンロップフォート（大会本部で用意します。セットボールは敗者持ち帰り）
12．審　　　判 原則として、セルフジャッジとする。

但し、双方の協議により、S.C.U（ソロチェアアンパイア）を採用しても良い。
13．表　　　彰 ブロック毎に第１位を表彰する。Super Mixは決勝の成績で表彰する。
14．注 意 事 項 複数種目のダブルエントリーは出来ません。（女子を除く）

また、天候状況等により、試合日程・会場は変更される場合もあります。
【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　・小 金 井（０８０−５６７７−２７２２）

・昭和の森（０８０−５６７７−２７２２）
③当日の天候状況等による開催状況情報は、http://ttajitu.sblo.jp/に掲載予定

以上

※予備日は、６月29日または７月７日とし、会場は有明テニスの森公園とする。
小金井公園テニスコート（東京都武蔵野市桜堤３−21−１ 砂入り人工芝コート）
昭和の森テニスセンター（東京都昭島市田中町600 砂入り人工芝コート）

開 催 日
５月11日（土）
５月19日（日）

会 場
小金井／6面
昭和の森／12面

集合時間
８：50
８：50
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