令和 2 年度第 50 回東北学生選抜室内テニス選手権大会要項
主催

東北学生テニス連盟

後援

東北テニス協会

特別協

ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

日程

令和 2 年 12 月 19 日(土)～12 月 21 日(月)

会場

シェルコム仙台（オムニコート）

種目

男子シングルス・ダブルス、女子シングルス・ダブルス

試合方法

トーナメント方式
3set match(各セット共 6game all 後 ITF 方式タイブレーク、
ダブルスはファ
イナルセットスーパータイブレーク)
ブリヂストン XT-8(今年度はオリンピック記念ボールを使用します)

使用球

申し込み資格 東北学生テニス連盟加盟者で加盟校選手登録票に記載されている者
選抜基準

令和 2 年度東北学生テニスポイントランキングに基づき、上位者(ペ
ア)より順次選抜する
男子シングルス…16 人＋補欠 3 人、男子ダブルス…8 ペア+補欠 2 ペア

選抜者数

女子シングルス…8 人+補欠 2 人、女子ダブルス…8 ペア+補欠 2 ペア
エントリー締切 12 月 6 日(日)23:00 までに Ic-Tps システムよりエントリーしてください
エントリー費

単 2500 円／1 人

複 3000 円／1 ペア

※ 申し込んだものの選手に選ばれなかった場合、エントリー費はお返しいたします。
ディレクター

日向野 陽輝

レフェリー

上川 智也

参考…昨年の本大会では下記の成績が大会出場のボーダーとなっていました
男子単…令和元度東北学生テニス春季トーナメント大会(以下春と略)または
令和元年度東北学生テニス選手権大会(以下夏と略)においてベスト 16 以上
男子複…春または夏においてベスト 16 以上
女子単…春または夏においてベスト 16 以上
女子複…春または夏においてベスト 8 以上
質問等連絡先…佐藤 悠太

e-mail

tohokugakuren2018@yahoo.co.jp

日向野 陽輝 ℡ 080-1164-0323
e-mail

haruki03232001@icloud.com

※｢出場できますか?｣という質問には正確にはお答えできません。
※本大会の結果を加味したポイントランキングを全日本学生室内テニス選手権の参考とし
ます。

【備考】
(1) 本大会を開催するにあたり、出場する選手の所属大学代表者は「別紙：大会参加に関する誓約書」に
ついて必要事項を記入の上、提出してください。東北学生テニス連盟は本大会を開催するにあたり、
「コロナ禍」による感染症対策としては万全を期して準備し、対応したいと思っています。本連盟の
構成員である皆様におかれましては、ご協力の程、どうかよろしくお願いします。

(2) 本大会については、「コロナ禍」感染症対策により、選手・関係者以外の入場を制限することがあり
ます。詳細については後日、「大会出場における注意事項」を東北学生テニス連盟ホームページに掲
出しますのでご確認ください。
なお、本大会は無観客試合としますので、来場可能な方は「選手、引率者、東北学生テニス連盟」に
限らせていただきます。

選手：大会に出場する選手で「大会参加に関する同意書」を提出した大学に所属し、
「健康観察記録」
、
「大会出場同意書」を提出した学生。
引率者：大会に出場する大学の教職員、また所属する大学において指導者として認められ
た者。なお、引率者については、各大学最大 2 名までとする。
東北学生テニス連盟：本大会、運営する者。

(3) 本大会前日までに、「コロナ禍」感染症による社会情勢により、急遽本大会を中止する場合がありま
す。特に大会会場である宮城県並びに仙台市において、感染者が確認された場合本大会を中止する場
合がありますのでご了承ください。
また、本大会に出場する選手の所属大学において感染者が確認された場合、本大会を中止する場合が
ありますのでご了承ください。

(4) 本大会に出場が確定した選手については、大会当日の朝までご自身で健康観察を徹底し、かつ「別紙：
健康観察記録」の記入に徹底し、さらに大会当日の朝も含め、通常の体温より「1 度」高い等体調が
悪い場合は、出場することを認めないものとします。
選手及び引率者については、
「別紙：健康観察記録」下記の健康観察記録期間中記入してください。
選手、引率者、学連：健康観察記録期間 12/5(土)～12/18(金)
出場する日の前日 19 時までにメール(送信先：tohokugakuren2018@yahoo.co.jp)
にて提出してください。
なお、同記録を未提出の選手については本大会の出場を認めないものとします。

※「別紙：健康観察記録」については、東北学生テニス連盟ホームページに掲出するのでご自身でダ

ウンロードしてください。

(5) 本大会に出場する選手については、
「別紙：大会出場同意書」の記載事項を一読の上、未成年の選手
は保護者の同意、成年の選手については本人の同意に加え、自署の上大会当日に大会本部に提出をお
願いします。なお、この同意書を未提出の選手については本大会の出場を認めないものとします。

※「別紙：大会出場同意書」については、東北学生テニス連盟ホームページに掲出するのでご自身で
ダウンロードしてください。

※本大会の開催にあたっては、日本テニス協会のガイドラインに基づき、同意書、誓約書、健康観察
記録、注意事項を発表しています。

※何かご不明な点やご意見、ご質問等がありましたら tohokugakuren2018@yahoo.co.jp までご連絡く
ださい。
以上

令和 2 年度第 50 回東北学生選抜室内テニス選手権大会
注意事項(1)

1. 第１日目、第２日目は 9:50~10:40 までを、第３日目は 9:50～10:15 までをプラクティ
スコートとして開放します。19 日は当日 9:10~9:40 に、20，21 日は 前日 19:00 までに
希望者はサインインをしてください。その際検温、同意書、誓約書の提出をお願いいた
します。尚、プラクティスボールは各自用意してください。
2. 19日の10:20より男女シングルスのドロー抽選を行い、20日の10:20より男女ダブルス
のドロー抽選を行います。大会関係者は LINE にてご確認ください。尚、ドロー抽選
の前に欠場者が生じた場合、補欠選手を繰り上げてドロー抽選を行います。蜜を避け
るためドロー抽選は選手の目前では行いませんが、ドロー抽選の始終を撮影し希望者
に動画を提供いたします。
3. 服装は『TENNIS RULE BOOK』に基づくテニスウェアとします。
4. 本大会は Order of play (オンライン)に従って試合を行います。試合開始 15 分以内にコ
ートに入らない場合、または前の試合終了後 15 分以内にコートに入らない場合は棄権
とみなします。(サインインは必要ありませんが、検温、同意書、誓約書の提出のため
に本部席までご来場いただく必要があります。これらを完遂しなければプラクティス
の参加や試合出場は認められません。)

開始時間 MS

MD

19 日 11:00

1R(8)/QFR(4)

20 日 11:00

SFR(2)

QFR(4)/SFR(2)

21 日 10:40

FR(1)

FR(1)

WS

WD

QFR(4)/SFR(2)
QFR(4)/SFR(2)
FR(1)

FR(1)

※19,20日は22:00まで、21日は17:00までコートを取っています。
※19,20日のラストマッチは18:30、ラストゲームは18:45を予定しておりますが、進行
状況によって変わることがあります。
5. 試合は、3 セットマッチとし、各セットとも６ゲームオール後ＩＴＦ方式１２ポイント
のタイブレークとします。ダブルスはファイナルセットスーパータイブレーク 方式
(10 ポイント先取)とします。
6. ウォーミングアップは 10 分間とします。各日程において、試合を行う両選手とも 2 試
合目以降であれば 5 分間とします。
7. 試合中プレーヤーはいかなる指導や助言を受けてはなりません。

8.

試合球は(財)日本テニス協会公認ブリヂストン XT-8(オリンピック記念ボール)としま
す。

9. 今大会も例年通りポイントペナルティ制度を採用します。試合中に理由の無い遅延をし
たり、学生プレーヤーらしからぬ行動(意図的な誤審の多用など)をとったりした場合、
『TENNIS RULE BOOK』に基づきペナルティを与えます。
10. 盗難防止のため、各自貴重品の管理には細心の注意を払ってください。
11. インプレー中の移動はご遠慮ください。
12. コート整備を学連が要請した場合は選手が協力して行うものとします。
13. 会場内での喫煙は一切禁止といたします。
14. 各大学で出たゴミは、各大学責任を持って持ち帰るようにしてください。
15. 上記事項に反する行動をとった場合は、即刻 DEF といたします。
16. その他、注意事項は LINE にてお知らせします

令和 2 年度第 50 回東北学生選抜室内テニス選手権大会
注意事項(2)

(1) 会場内での遵守事項について
・こまめな手洗い、アルコール消毒を心がけること。
・各大学における集合やコーチングに関しても一定の（２ｍ目安）距離を保って行うこと。
・試合中以外はマスクの着用をすること。
・試合当日は、毎日検温を行う。また、 大会初日には、選手は同意書、代表者は誓約書を
検温の際に受付に提出すること。これらを完遂した上で試合に臨むこと。
・会場内でも他の選手との会話は、可能な限り一定の距離を保って行い、接触行為や 3 密の
空間で一緒に過ごすなどの行為は控えること。
・無観客で行う本大会において、日程が終了した選手についてはその翌日からは会場への入
場はしないこと。
・今大会は、原則として Order of play をオンライン上で発表する。大会各日に出場する選
手に東北学連の連絡用 LINE グループに入って頂き、そのグループでオーダーオブプレ
イや様々な連絡を受け取って頂く。
※試合が残っていて会場にいる選手の応援については、禁止とする。
試合を待っている際は、密とならないように可能な限り他の人と距離をとること。

(2) 選手の試合中の遵守事項について
①十分な距離の確保
（ア）ポイント間（ポイントとポイントの間）は対戦相手、パートナーとの距離を２メー ト
ル以上確保すること。
(イ)試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法で行うこと。
(ウ)チェンジエンドの際も対戦相手、パートナーとの距離を 2 メートル以上確保するこ
と。
②ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフ
ェスも含めできるだけ手で触れないこと

③ タオルの共用はしないこと
④ タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること
⑤ プレイ中は手で顔にふれるのを避けること
⑥ ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと
⑦ 咳、くしゃみの際は手ではなく腕で口を覆うこと
⑧ 唾や痰をはくことは極力行わないこと
※本大会はすべてセルフジャッジで行う。

(3) 会場外での遵守事項について
・大会前後のミーティングや懇親会等の開催は避けること。やむを得ず開催する場合は、短
時間とし三つの密を避けること。
・試合時間外についての飲食は、必要最低限にとどめること。長時間かつ大人数、3 密とな
るような飲食店での飲食は控えること（夜の街での飲み会等は絶対に避けること）。

(4) その他
・感染者が出た場合に行動歴を追えるよう、スマートフォンを活用した接触確認アプリをイ
ンストールし登録すること。

令和2年度 東北学生選抜室内テニス選手権大会
《出場者リスト》
1
2
3
4

男子シングルス
佐々木偉琉 （福島大）
田中翔馬 （仙台大）
三上由来 （青森大）
緒方優介 （東北医）
庄司璃音 （青森大）
村上智哉 （仙台大）
新妻幸生 （学院大）
馬崎稜也 （日大工）
太田屋遼介 （岩手大）
藤島輝 （東北大）
黒沢聡 （日大工）
大内祐也 （秋田大）
遠沢風太 （仙台大）
荒川弦太郎 （学院大）
鈴木亮太郎 （福島大）
小野寺翔 (学院大)

女子シングルス
1 松原綾乃 （学院大）
2 池田和香 （東北医）
水吉萌香 （岩手大）
矢野桜子 （米沢女子短大）
佐藤真菜 （学院大）
薗部舞姫 （仙台大）
薗部優姫 （仙台大）
本田楓果 （仙台大）

男子ダブルス
1 新妻幸生/佐々木偉琉 （学院大/福島大）
2 遠藤亜蘭/馬崎稜也 （仙台大/日大工）
田中翔馬/村上智哉 （仙台大）
緒方優介/藤島輝 （東北医/東北大）
黒沢聡/佐藤哲汰 (日大工/福島大)
佐藤一樹/小野寺翔 （学院大）
三上由来/庄司璃音 （青森大）
馬場拓未/黒木響 （東北大）

女子ダブルス
1 佐藤真菜/松原綾乃 （学院大）
2 池田和香/水吉萌香 （東北医/岩手大）
薗部舞姫/薗部優姫 （仙台大）
河村颯来/立花こまち （弘前大）
本田楓果/桜庭千夏 （仙台大）
中村優花/松井みのり （弘前大）
村元萌/内山優衣 （仙台大）
※数字はシード番号です

《補欠選手リスト》
男子シングルス
馬場拓未 (東北大)
和田錬音 (学院大)

男子ダブルス
大島綾斗/早坂優輝 （仙台大）
和田錬音/遠沢風太 （学院大/仙台大）

女子シングルス
立花こまち （弘前大）
村元萌 （仙台大）

女子ダブルス
エントリーしたペアが7組であるため、
補欠選手はいません。

※補欠選手が必ず出場できるとは限りません。
※補欠選手は、出場できなかった場合エントリー費をお返しいたします。
※同じ戦績の選手は学連が抽選を行い優劣をつけました。

