
第44回東北総合体育大会及び、

第72回国民体育大会山形県予選会

　　　　　　　　　テニス競技実施要項

１． 期 日 平成２９年 ７月1日（土）受付 受付 ９：００～９：１０
開会式 ９：１５

９：３０ 予選トーナメント
７月2日（日） ９：００ 決勝リーグ

各種別毎競技終了後　表彰式

２． 会 場 会場県総合運動公園テニスコート及び屋内多目的運動場

３． 競 技 種 目 ○成年男子　　○成年女子　　○少年男子　　○少年女子 各シングルス　　

４． 競 技 方 法 (1) 競技規定は「ＪＴＡテニスルールブック（最新版）適用します。
(2) 各種目・各種別とも予選はトーナメント方式、４名のラウンドロビン方式を原則とする。
(3) 各種別とも、原則として８ゲームプロセット（タイブレーク決戦方式・セミアドバ
(4) 使用球は(公財)日本テニス協会公認、ダンロップフォートとする。
(5) 審判は、敗者ＳＣＵ制を原則とする。

５． 大会参加申込 (1) 大会参加申込山形県テニス協会ホームページより5月19日（金）から6月4日（日）の間に申し
 むこと。（平成29年度登録費未納の方は、申し込み期日内に登録費2,000円を振込先までお願
  いし ます。）

(2) 成年の部の各地区予選枠の出場者については、各加盟団体より申し込むこと。 
  ・各地区協会は申し込み者一覧をメールで事務局に送付して下さい。 

(3) 　・ランキング選手については、各自で申し込みをお願いします。

６． 参 加 料 参加料参加者1人につき、成年1,500円、少年1,000円
（オリンピック募金250円(成年)170円（少年）、スポーツ振興募金100円を含む。）
また、ボール代として選手1名につき、別途500円を徴収する。

７． 参 加 資 格 ①第72回国民体育大会実施要項総則及びテニス競技実施要項によるものとします｡ 
②選手は、次のいずれかに該当する県から参加することが出来ます｡ 
 　(1)居住地を示す現住所 (2)勤務地 (3)ふるさと（国民体育大会「ふるさと選手制度」によります。) 　
　※(1)、(2)に属する県から参加する場合は、平成29年 4月30日以前から本大会参加時まで、 　　
　引き続き当該地にそれぞれ居住勤務していなければなりません｡
③少年男女は2003 年4月1 日以前出生の者から 1999 年4月2日以降に出生 した者とする。

８． 表 彰 表彰各種目別優勝者には優勝メダルを授与し、第3位まで賞状を授与する。

９． 東 北 総 体 と ○本大会優勝者及び予選出場者のうち山形県テニス協会が選考した選手若干名を加えて 
国民体育大会 　東北総合体育大会の出場申込みをする。(成年男女） 
の 出 場  ○本大会優勝者及び準優勝者を国民体育大会の出場申込みとする。(少年男女）

１０． 予　選　方　法 予選方法成年種別については、各加盟団体で地区予選を行い、下記出場者を決定する。
成年出場数枠 ○成年男子

米沢 長井 山形 寒河江 天童 上山 河北 東根 新庄 酒田 鶴岡 学連 推薦 ランキング

６ ２ １２ ３ ３ ３ １ ３ ２ ６ ６ ２ 若干名 ２０

○成年女子
米沢 長井 山形 寒河江 天童 上山 河北 東根 新庄 酒田 鶴岡 学連 推薦 ランキング

３ １ ８ ２ ２ ２ １ ２ １ ３ ３ １ 若干名 １０

成年男子は64名、成年女子は32名を原則とし、各市町村は補欠選手の若干名の申し込みも可能
○少年男子　　○少年女子

ジュニア出場枠 県ジュニアテニス選手権終了時のジュニアランキングポイント合計上位64位以内を原則とする。

１２. そ の 他 (1) 荒天の場合は屋内多目的運動場で、開会式を行なう
(2) 参加料とボール代を含め成年2,000円少年1,500円は大会当日に徴収する
(3) 宿泊が必要な場合は、各自で手配お願い致します。
(4)登録費振込先。
　　 山形銀行　県庁支店（１１３）　普通預金　０４７７６１３ 　ケンテニスキョウカイ



第44回東北総合体育大会及び第72回国民体育大会山形県予選会　ランキング枠

【成年男子】

NO, 登録番号 氏名 所属 ポイント 備考

1 4546 長嶋 　秀太 ルネサンス山形 155

2 155 井上　裕貴 ルネサンス山形 120

3 4295 西野目　敏貴 中央大学 80

4 384 鈴木　宏次朗 東京学芸大 60

5046 大津 幸人 フリー 60

6 4388 三上　慧 酒田西高 55

7 352 大清水 楓汰 日大山形高 50

1667 佐藤  純樹 上武大学 50

3773 高橋　淑郎 寒河江市役所TC 50

4936 長沢　純平 NECファミリーTC 50

11 186 大築　晋 上山ＴＣ 45

12 129 寒河江　太一 筑波大 40

1815 尾崎　嘉洋 フリー 40

2089 芳賀　英明 山形銀行テニス部 40

2994 国府方　雅晴 日大山形高 40

16 428 小林　智貴 山形大学 35

5115 松本 勉 県庁ローン 35

18 198 鈴木　邦彦 ITSベルズ 30

2511 渡邉　洋平 マンデーTC 30

【成年女子】

NO, 登録番号 氏名 所属 ポイント 備考

1 245 清水　　優 山形大学 80

133 武田　茉里香 日本大学 60

3 136 福井　　愛 富士大学 40

3905 佐藤　玲杏 東洋学園大学 40

5 120 高内　麗 富士大学 20

383 小山　美希 山形大学 20

2260 渡辺　樹里 東京国際大学 20

2684 佐藤　歩未 酒田テニス協会 20

4684 小鹿なつめ 山形大学 20

4926 相沢みづな 山形大学 20


