第 31 回

１部
２部
３部
４部
５部

男子リーグ

学
校
名
甲南 関学 市西宮 雲雀丘
芦屋学園 報徳 甲陽 鳴尾
芦屋 宝塚西 宝塚北 尼崎稲園
仁川 西宮南 西宮甲英 西宮北
県伊丹 伊丹西 伊丹北 川西北陵 西宮今津 西宮東 猪名川 武庫荘総合
県西宮 宝塚 尼崎北 尼崎工 川西緑台 川西明峰 宝塚東 市伊丹
西宮甲山 芦屋中等
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１部
２部
３部
４部
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阪神高等学校テニス大会団体戦

阪神高等学校テニス大会団体戦

女子リーグ

学
校
名
園田 武庫川大附 雲雀丘 芦屋学園
伊丹北 市伊丹 宝塚西 市西宮
宝塚東 仁川 関学 伊丹西
川西北陵 川西明峰 県伊丹 県西宮
西宮南 女学院 尼崎稲園 西宮東 川西緑台 宝塚 芦屋 尼崎北 県国際
西宮北 西宮今津 鳴尾 武庫荘総合 宝塚北 猪名川 西宮甲山 芦屋中等

平成 31 年 4 月 1 日
各高等学校長様
テニス部顧問様
兵庫県高等学校体育連盟テニス部
阪神支部 部長 大 前 繁 明
第 31 回阪神高等学校テニス大会団体戦要項

主
催
協
力
協
賛
種
目
参加資格

兵庫県高等学校体育連盟テニス部阪神支部
兵庫県高等学校体育連盟テニス部
（株）ダンロップスポーツマーケティング
５ポイント（単３、複２）の団体戦（メンバー重複不可）
次の３つの条件を満たしている者。
１）兵庫県高等学校体育連盟テニス部に登録している者。
２）兵庫県高等学校阪神地区に所属する高等学校に在学している者。
３）１，２年生に限る。

大会参加費

3,000 円（8 月 10 日（土）までに振込）

日
程
日
程
（場所）
（場所）
（場所）
（場所）
（場所）

8/22 (木)
8/22 (木)
8/23(金)
8/23(金)
8/23(金)
8/24(土)
8/24(土)
8/26(月)

時

関西学院高等部テニスコート： 午前 8 時 30 分集合完了。
浜甲子園運動公園テニスコート：午前 8 時 30 分集合完了。
ただし、8/23 の男子 2 部は正午
集合完了。
8/24 の男子 4 部は正午
集合完了。
芦屋学園高等学校テニスコート：午前 8 時 30 分集合完了。
ただし、8/22 の女子４部は午前 11 時集合完了。
8/23 の女子２部は午前 11 時集合完了。

間

試合球

女子５部トーナメント（浜甲子園運動公園）
女子３、４部リーグ戦（芦屋学園高等学校）
男子１、２部リーグ戦（関西学院高等部）
男子５部トーナメント、
（浜甲子園運動公園）
女子１、２部リーグ戦（芦屋学園高等学校）
男子３、４部リーグ戦、入替戦（浜甲子園運動公園）
女子入替戦（芦屋学園高等学校）
予備日（浜甲子園運動公園）

ダンロップフォート（大会本部で用意）

申込期間

2019 年 8 月 7 日(水)～10 日(土)

振込先

ゆうちょ銀行 記号 14360 番号 95383671
ヒョウゴケンコウタイレンハンシンテニスブ

その他

校長印が押された申込用紙と上記に振り込まれた領収書（コピー可）を、
試合当日にご持参下さい。
（郵送の必要はありません。
）

大会注意事項
１、兵庫県高等学校体育連盟テニス部の規定に沿って実施する。
２、単３複２の団体戦形式で行う。
（単複の重複不可）
３、試合はすべて、1 セットマッチ、６－６にて１２ポイントタイブレークを実施する。
４、男女１～４部リーグはリーグ戦、男女５部リーグはトーナメント戦とする。
５、オーダー順位は本大会申込時のオーダーを使用する。シングルスは登録順位上位選手
より S1,S2,S3 とする。ダブルスは登録順位の合計が少ない方を D1 とし、合計が同数
の場合は登録順位上位選手のペアを D1 とする。
６、試合順序は、S1,D1,S2,D2,S3 を原則とする。
７、3 人以上でチームを組むこと。３人（単３）
、４人（単２複１）、５人（単３複１）
、６
人（単複２）で、残りポイントはＤＥＦ。
８、各リーグの１位校は上位リーグ４位校と入れ替え戦を行う。ただし４部と５部の入替
は、４部４位校 VS５部１位校、４部３位校 VS５部２位校で行う。なお、ポイントを
打ち切る場合もある。
９、本大会に不参加の場合（リーグ、入替）
、翌年度は自動的に下位リーグに移る。
10、新規参加校は５部トーナメントからの参加とする。
11、リーグ戦の順位決定は次の要領で決定する。
１）勝ち数が多いチームが上位。
２）同一勝数のチームが２チームの場合、直接対戦の勝者が上位。
３）同一勝数のチームが３チームの場合、獲得ポイント数が多いチームが上位。
４）同一獲得ポイント数の場合、獲得ゲーム率（取得ゲーム数÷全ゲーム数）の高い
チームが上位。
12、トーナメント戦は、初回戦はポイント打ち切りなし、それ以降はポイント打ち切りと
する。ただし、天候等の状況により、初回戦からポイントを打ち切る場合もある。
13、雨天時の入替戦は上位リーグ校で行う。実施は年内に行う。
14、入替戦は、双方の監督の話し合いのもと、ポイント打ち切りでもよい。
15、顧問の先生がいない場合は試合をすることができない。
16、雨天順延時は、リーグ戦は第 2 位校が主幹校として、大会日程や会場を決定する。ト
ーナメントに関しては、大会本部より連絡をする。試合結果は速やかに大会ディレク
ター（男子；桂川先生、女子；白石先生）に連絡する。
17、実施要項の変更・追加は、阪神地区の役員会議で決定する。

大会申込手順

①兵庫県高等学校体育連盟テニス部 阪神支部のホームページへ
http://hanshin-tennis.net/

②トップページにあるリンクから大会要項をクリックする。

ここをクリック！
第 31 回阪神高等学校テニス大会団体戦

●大会要項

③参加申込書フォームを(男子)(女子)をクリックする。
第 31 回阪神高等学校テニス大会団体戦
日 程 ：
平成 31 年 8 月 22 日（木）～26 日（月）
場 所 ：
浜甲子園運動公園テニスコート
芦屋学園高校テニスコート
関西学院テニスコート
※大会要項ダウンロード （PDF：103KB）
参加申込書フォーム(男子)
参加申込書フォーム(女子)

④パスワードを入力する。
ID、パスワードは顧問総会で配布済み。

⑤申込書フォームに必要事項を記入し、送信して下さい。
お問い合わせ：
男子

報徳学園

女子

西宮南

0798-51-3021
0798-45-2043

桂川先生
高見先生

