
 
 
 

第 62 回 
 多摩社会人テニス大会 

2014 年度秋季ＯＬリーグ戦 
 
 

期間 	 2014 年 8 月 16 日～ 12 月 7 日 	 
会場 	 	 加盟団体コート 	 

	 	 	 昭和の森テニスセンター 	 

	 

	 

	 

多摩社会人庭球連盟	 

http://www.tamashaka.org	 	  



○ 大会要領及び注意事項（要約） 

 １ 本大会の日程はすでに雨天の日も考慮して定めているので、日程内に消化できるよう努めること。 

２ 予選リーグは、各部ごとブロック内のリーグ戦とし、決勝トーナメントは、各部ごとブロック内

優勝チームによるトーナメント戦とし、組み合わせは次頁のとおりとする。予選ブロック内の試合

結果の順位付けは、勝利数、取得セット数、取得ゲーム数、対戦同士の結果、Ｄ１の勝者の順で、

先に優位なチームを上位チームとする。 

３ 試合は３ダブルス（３Ｄ）とし、第１試合から「Ｄ３⇒Ｄ２⇒Ｄ１」で行うが、ランキング順に

よらないことができる。 

４ 試合前のウオームアップは原則として５分以内とする。ただし、決勝大会はサービス８本のみ。 

 ５ ゲームは６ゲーム１セットマッチ６－６、７ポイントタイブレークとする。（決勝大会は別途通知） 

 ６ 審判は、原則としてセルフジャッジとする。 

 ７ チーム編成は３Ｄ（６名以上）を原則とするが、 小４名でも大会参加できる。 

    なお、メンバーが４名又は５名の場合、そのチームは、第１試合（Ｄ３）の１セットをデフォル

ト負け（ゲーム数は０－６）とし、Ｄ３はエキシビションマッチとして行う。 

また、対戦チームが共に２Ｄの時はエキシビションマッチは行わず、１勝１敗となった場合は、

取得ゲーム数、対戦同士の結果、Ｄ１の勝者の順で先に優位なチームを勝利チームとする。 

 ８ 使用球：大会は、ブリヂストンスポーツの協賛を受けておりますので、ブリヂストンＸＴ８を使

用して下さい。各チーム 低３缶ずつ持ち寄り、セットボールはコート提供チームに提供する。 

 ９ 試合開始時刻前にオーダーを交換し、その全員がコートに揃っていることを原則とする。 

   ただし、事前に双方が話し合いで了解している場合は、一部の遅刻を認める。 

   10 試合の実施、中断、続行及び中止等の判定はコート提供チーム（第三者コートの場合は、多数決

等）が行うものとする。 

11 自然条件（天候、日没等）により、試合続行不能となった場合は、既に勝敗の決まったマッチは

有効とし、残りの試合については再試合とする。 

ただし、残り試合の選手構成は未出場選手での再オーダーを可とする。 

12 試合予定日が日程の 終日で、天候等なんらかの事情により消化できなかった場合は、トスで勝

敗を決定するものとする。 

13 本要領以外の競技ルールは日本テニス協会発行「ルールブック」 新版による。 

ただし、試合中のいわゆる「けいれん」による試合中断は、1回に限り 長 3分間認めるものとする。 

14 部の入替えは、秋季リーグの結果により、原則として、各部ブロックの 下位チーム（３部を除

く）及び各部ブロック１位チームで部内上位４チーム（1 部除く）は、基本的には次回春季大会

において直近の部に降格又は昇格する。 

 ○ 協力 

  １ 参加するプレーヤー全員が、円滑な大会運営に協力することとする。 

  ２ 参加チームの代表は、秩序正しい試合、スムースな日程進行等、円滑な大会運営に資するため、

チーム内の調整に努めるとともに、大会役員に積極的に協力することとする。 

○ 試合結果 

試合結果は、勝者チームが試合実施後２日以内に次の事項について、各部大会委員に報告するも

のとする。 

 ア 試合日程（実施年月日、場所、使用時間） 

イ 対戦表及び成績（対戦ごとの取得セット数、取得ゲーム数、ブロック内順位表等） 

試合結果報告先 １部 立川 ℡ 090-2668-8775  e-mail：naoko_tachikawa@kewpie.co.jp 

      ２部 駒井 ℡ 090－6799-3747 e-mail：komai.knit-t@beige.plala.or.jp

  ３部 鴻村 ℡ 090-2457-6867  e-mail：chiaki.koumura.923@gmail.com 

＊ その他 不明な点は、各部大会委員又は大会委員長（高木）・副委員長（宮崎）に問い合わせること。 



 《 日 程 及 び 組 合 せ 表 》 

■予選リーグ：８月１４日～１１月２４日（予備日を含む）までに各部・ブロックで日程調整し実施  

<１部> 生一超 Ａ：第１シード   LUCKYGIRLS：第２シード 

Ａ FLATTERS（吉田） 生一超 Ａ ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ Ｇｏｎｔａｎ 

Ｂ SPLASH Ａ（和田） 生一超 Ｂ インザダーク 黒猫組  

Ｃ ＳＡＴＣ（立山） ラケッターズ Ａｇｉｌｅｎｔ チーム６０ 

Ｄ ＨＡＲＡ８（長谷川） ナチュラルＶ LUCKYGIRLS ＨＰＴ Ｂ  

<２部> 

Ａ COOR-DRIVE（渡辺） Ys club Ｂ ＢＯＵＮＣＥＲ とえてに 

Ｂ 青梅 TC（中村） ベアーズ FC Ａ 富士電機 崖っプチ 

Ｃ オリンパス（津丸） ＨＰＴ Ａ Team ＳＡ Ｔ.Ｋ.Ｋ. 

Ｄ 錦朝ＴＣ Ａ（菅野） SPLASH Ｂ TAMANIWA22 アバンセＴＣ 

<３部> 

Ａ ｷｬﾉﾝｱﾈﾙﾊﾞ（堀江） 日野自動車 Ys club Ａ 羽沢倶楽部 

Ｂ どんぐり（石田） シチズン時計 フォスター 西国ＴＣ 

Ｃ 日立国分寺（後藤） スティンガー ＹＵＦＳＣ 立川ＧＭ 

Ｄ 横河電気（矢尾） 東芝府中 錦朝ＴＣ Ｂ Ｃｈｉｐｓ 

Ｅ フロム忠生（山口） ＣＨＡＮＣＥ.tc ウォーターＴＣ  

Ｆ ベアーズ FC Ｂ（立川） ＭＴＣ コニカミノルタ  

Ｇ ｔeam vivista（村山） 八王子市役所 ロードー  

  ＊向かって左端の網掛けチームは、各ブロック幹事チーム（  ）内はブロック幹事 

■ 決勝トーナメント：１２月７日（日）昭和の森テニスセンターコートで実施 

<１部><２部>ごとに   SF   Ｆ   SF 

 Ａブロック優勝チーム                 Ｃブロック優勝チーム 

 

 Ｂブロック優勝チーム                 Ｄブロック優勝チーム 

<３部> 

 Ｃブロック優勝チーム                 

 

 Ｂブロック優勝チーム                 Ｅブロック優勝チーム 

 Ｆブロック優勝チーム                 Ｇブロック優勝チーム 

《大会役員》 

大会会長   石井康雄（コニカ日野） 

大会委員長  高木敬子（ＭＴＣ）           副委員長  宮崎福子（シチズン時計） 

大会委員   １部大会委員：立川直子（ﾍﾞｱｰｽﾞ FC B）２部大会委員：駒井道子（羽沢倶楽部） 

       ３部大会委員：鴻村千明（ＨＰＴ A） 

《日程調整及び報告》 

◎ 予選リーグ 

＊ 各ブロック幹事は、ブロック内の試合日程調整を行い、９月６日（土）までに試合日程 

（実施月日、場所、集合時刻、雨天連絡先）を各部大会委員に必ず連絡すること。 

＊ 各チーム代表者のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは、2014 年度多摩社会人ＯＬリーグ代表者連絡名簿を参照下さい。 

◎ 決勝トーナメントの留意事項 

１２月７日（日）昭和の森テニスセンターで天候等の都合で開催できなかった場合は、各部ごとに

日程調整して、1月１１日までに試合を実施し、試合結果は各部大会委員に 2日以内に報告する 

Ａブロック優勝チーム 

Ｄブロック優勝チーム 



 ２０１4年度　第62回ＯＬ秋季リーグ　予選結果表 (報告日：　　　月　　　日）

　　部　　ブロック

試合日 2014 .     .      (    ) ※これはフォーマットです。

時間    ：     ～　　　： 　　返信はメール又はＦＡＸでお願いします。

場所

チーム名 順位

注）（＊勝利セット数）及び（＊勝利ゲーム数）は順位付けに必要な場合のみ記入すること

チーム名

代表者名

連絡先TEL

連絡先E-mail

＊結果は、1位チームが所属する部の担当幹事の送付先へ２日以内に送信等願います。

　　1部ブロック結果送付先 　　2部ブロク結果送付先

ベアーズＦＣ　Ｂ:立川直子 羽沢倶楽部:駒井　道子

ＴＥＬ　０９０－２６６８－８７７５ ＴＥＬ　０９０－６７９９－３７４７

ＦＡＸ　　　 ＦＡＸ　　　

ｅ－ｍａｉｌ　komai.knit-t@beige.plala.or.jp

　　3部ブロック結果送付先

HPT　Ａ:鴻村　千明

ＴＥＬ ０９０－２４５７－６８６７　

ＦＡＸ　

（＊  　　　　ゲーム数）　

（＊　　　　　セット数）　

（＊  　　　　ゲーム数）　

　　   勝  　　敗

（＊　　　　　セット数）　

　　   勝  　　敗

（＊　　　　　セット数）　

（＊  　　　　ゲーム数）　

　　   勝  　　敗

結果集計
（＊勝利セット数）
（＊勝利ゲーム数）

　　   勝  　　敗

（＊　　　　　セット数）　

（＊  　　　　ゲーム数）　

ｅ－ｍａｉｌ　chiaki.koumura.923@gmail.com

ｅ－ｍａｉｌ　naoko_tachikawa@kewpie.co.jp

１位 最下位

komai.k
nit-
@b i



第６２回ＯＬ秋季（予選リーグ・決勝大会）　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｈ２６．　．　　】

試合順に
記入

第１　氏名
（Ｄ３）

・ ー ・

第2　氏名
（Ｄ２）

・ ー ・

第３　氏名
（Ｄ１）

・ ー ・

試合結果
（セット数）

セット セット

勝者に○

*氏名はフルネームで記入してください。
＊出場選手は多摩社会人庭球連盟の当該大会に選手登録した方に限ります。

第６２回ＯＬ秋季（予選リーグ・決勝大会）　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｈ２６．　．　　】

試合順に
記入

第１　氏名
（Ｄ３）

・ ー ・

第2　氏名
（Ｄ２）

・ ー ・

第３　氏名
（Ｄ１）

・ ー ・

試合結果
（セット数）

セット セット

勝者に○

*氏名はフルネームで記入してください。
＊出場選手は多摩社会人庭球連盟の当該大会に選手登録した方に限ります。

対戦成績
（ゲーム数）

対戦成績
（ゲーム数）

チーム名 チーム名

チーム名 チーム名

《参考》オーダー交換及び対戦成績結果　様式例（コピーして活用してください。）
 *オーダー交換は、試合開始前にメンバー紹介と合わせて行ってください。

   きりとり線



                                        ２０１４年８月 

         ２０１４年度 ＯＬリーグ年間スケジュール表  

 月  日   事   項     主 な 内 容 ＯＬ大会期間 

８日（土） 年間日程・春季大会案内・役員紹介 ３月 

9日～14日 春季大会参加者名簿連盟受付期間 

４月 １２日（土） 

多摩社会人総会 

 

春季予選日程調整 

 

各ﾌﾞﾛｯｸ別予選ﾘｰｸﾞ 

 

１８日（日） 予選日程最終日 

（予備日含む） 

試合日程報告締切⇒（＊２） 

（日程調整済みﾌﾞﾛｯｸは試合実施可） 

各ブロック別予選リーグ戦 

（３／１５～５／１８） 

５月 

 

２５日（日） 春季決勝日程調整 

ＯＬ春季決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

６日（日） 春季大会日程最終日 

（予備日含む） 

決勝試合日程報告締切⇒（＊２） 

各部別決勝トーナメント 

 （５／１９～７／６） 

 

 

 

   

 

 

予選 

各ﾌﾞﾛｯｸご

と（＊１）

 

 

決勝 

各部ごと 

（＊１） 

７月 

１９日（土） 

 

春季大会表彰式 

各部優勝・準優勝チーム 

（秋季ブロック抽選会） 

昭島市昭和の森 フォレストイン昭和館

（受付）18時～（開宴）18時30分～ 

TEL.０４２（５４２）１２３４ 

  

４日～15日 
 

秋季大会参加者名簿連盟受付期間 ８月 

下旬 

オープンダブルス選手権 

（８/２３から９/１３） 

   

６日（土） 

秋季日程調整 

（各ﾌﾞﾛｯｸ別） ９月 

 
 

10 月 
  

11 月 

 

２４日（月） 秋季予選日程最終 

（予備日含む） 

秋季大会案内周知    

試合日程報告締切⇒（＊２） 

（日程調整済みﾌﾞﾛｯｸは試合実施可） 

各ブロック別予選リーグ戦 

（８／１６～１１／２４） 

 

 

予選 

各ﾌﾞﾛｯｸご

と（＊１）

７日（日） 秋季大会決勝大会・ 

秋季大会表彰式 

昭和の森テニスセンター 

昭島市田中町 600 番地 

Tel ０４２－５４３－２１０３ 

 決勝日 

３部合同 

（1/11 まで） 決勝大会予備日程 各部で日程を調整し,1月 11日(日)までに実施 ＊12/7 が中止の場合 

12 月 

 

下旬頃 2015 年度多摩社登録 チーム登録締切等   
2015 年 

１月 

中旬 

17 日（土） 

 多摩社会人連盟理事会開催 

2015 年度春季 OL 大会抽選会（予定） 

  

２月 28 日（土） 2014 年度多摩社総会 多摩社会人庭球連盟 50 周年行事   
３月      
＊1 各ﾌﾞﾛｯｸごとの試合結果は、勝利者チームが試合実施後２日以内に各部委員に報告（メール又は FAX） 

＊2 各ﾌﾞﾛｯｸの代表者が試合日程【実施日（予備日含む）場所・集合時間】を各部委員に報告（ 〃  ） 

＊各部委員 1 部：ベアーズ FC B（立川委員）２部：羽沢倶楽部（駒井委員）３部：HPT A（鴻村委員） 
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