
競技上の注意 

1. 競技は、公益財団法人 日本ソフトテニス連盟の『ソフトテニスハンドブック』により行う。 
2. 選手の到着受付、団体戦のオーダー票について 
第 1日目 [個人戦] 午前 7時 45分から午前 8時 15分までに[到着受付]にて到着受付をすること。 
第 2日目 [個人戦] 出場者（ベスト 16ペア）は、午前 7時 45分から午前 8時 15分までに[到着受付] 

にて到着受付をすること。 
[団体戦] 午前 10時 00分から午前 11時 00分までに[到着受付]にて到着受付及び第 1試合 

のオーダー票を提出すること。 
第 3日目 [団体戦] 午前 7時 45分から午前 8時 15分までに[到着受付]にて到着受付及び第 1試合 

のオーダー票を提出すること。 
3. 試合のコート割・進行は、プログラム進行表の通りとする。ただし、進行状況及び気象状況等により 
変更する場合がある。 

4. 原則として、マッチ前の選手の呼び出しは行わないので、進行に注意し、次のマッチの選手は選手招集所で
名前確認を行う。その後、試合コート附近で待機していること。 

5. 個人戦／団体戦の準決勝／決勝は、アンパイヤーの誘導で入退場する。 
6. 試合球は、全試合「スリクソンボール」とする。 
7. 個人戦／団体戦のベンチの選択について 
少ない番号が個人戦／団体戦ともに中央通路側とする。 
前田庭球場は、少ない番号が中央本部側とする。 

8. 出場登録選手・監督の変更は、大会当日の受付時までに理由を付した変更届けが提出された選手・監督のみ
認める。以後の変更は認めない。 

9. オーダー票には、氏名（フリガナ）を書き、対戦前にオーダー受付に提出すること。 
（対戦同士のオーダー交換は、行わない） 

10. 応援について 
プレーの妨げになるような大声、大騒ぎをしないこと。 
監督・選手・応援者は、ルール（マナーを含む）を遵守し、マッチ中の進行の妨げにならないよう応援 
等を行うこと。また、著しくマナーに反する場合は退場させることがある。 

11. コート主任席は、各コートの中央通路側に設置する。 

 

【個人戦について】 

1. 試合は、トーナメント戦で行う。マッチは全て 7ゲームとする。 
2. 第 1日目の審判は、敗者審判とする。ただし、各コートの第 1試合は、選手審判(本部指名)とする。 
第 2日目の審判は、本部審判とする。 

3. アンパイヤーに対する質問は、プレーヤーだけができる。 
4. サービス（レシーブ）とサイドの決定は、マッチ時に試合コートで行う。 
5. 勝者は、採点票をコート主任席に持参し、勝者確認を受けること。 
6. ベンチコーチは、1名認める。審判資格を有する者が望ましい。 
7. 対戦相手との試合終了挨拶後、速やかにコートから退出すること。 

 

【団体戦について】 

1. 試合は、予選リーグと決勝トーナメントにより行う。 
2. 予選リーグのマッチは 5ゲーム、決勝トーナメントのマッチは 7ゲームとする。 
3. 予選リーグは 3ペアの対戦を行うが、決勝トーナメントは 2点先取制とする。 
4. 予選リーグの審判は、同一リーグ内の試合を行っていないチームが行う。 
決勝トーナメントの審判は、本部審判とする。 

5. サービス（レシーブ）とサイドの決定は、マッチ時に試合コートで行う。 
6. 勝者チームの監督は、採点票をコート主任席に持参し、勝者確認を受けること。 
7. オーダー票提出は、各都道府県ともに第 1試合分は到着時に到着受付とともにオーダー受付に提出 
する。以後、対戦終了後、速やかに次の対戦のオーダー票を提出すること。 

8. アンパイヤーに対する質問は、監督又はそのプレイヤーだけができる。 
9. 対戦中、監督・選手は指定されたベンチに座って待機していること。 
10. 対戦前の挨拶終了後は、速やかに第 1マッチを開始すること。 
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注 意 事 項 

1. 開会式 
会 場 高岡市テニスコート（高岡スポーツコア内） 
開 式 平成 27年 7月 30日（木）16:00～（15:30までに集合） 
注意事項 (1) 選手・監督は、集合場所に集合して下さい。 
 (2) 前年の優勝者（優勝県）は、優勝杯を持って入場して下さい。 
 (3) 暑さ対策には、十分配慮をお願いします。 
 

2. 練習コート割・進行補足事項 
別紙の割り当て表で時間・コートを確認して下さい。 
通路・広場・駐車場など、指定場所以外での練習は禁止します。 
 

3. 応援について 
コートに面するフェンス前、及び通路での応援は禁止します。 
観覧席の前方 2列を両対戦チームの応援席として指定します。 
前田庭球場について、コートサイドでの応援は禁止します。（観覧はＯＫです） 
ベースライン後方の芝生席と中央本部側を応援席として指定します。 
 

4. 持ち込み用テント（プライベートテント）について 
平成 27年 7月 31日（金）～ 8月 2日（日）までは、案内書の指定された場所にテントを 
張って下さい。 
指定された場所以外でのテント張りは禁止です。 
管理上、テント及び部材等は毎日撤去して下さい。 
風雨が強いことが予報・予想される場合は、対策をお願いします。 
前田庭球場について、空き地が無いため持ち込みテントの使用は禁止します。隣接の高岡武道館を 
休憩所として開放します。 
 

5. 天候について 
試合中において雷雨等の場合は、放送に注意し誘導員の指示に従って下さい。 
高岡スポーツコアの避難所は、中央観覧席及びサッカー場観覧席下とします。 
前田庭球場の避難所は、高岡市武道館内とします。 
 

6. 弁当引き換えについて 
弁当引き換え用テントにて受け取り、空き箱は指定時間までテントにお返し下さい。 
前田庭球場で受け取りを希望する場合は、開会式終了後 30分以内に希望数量を到着受付に 
申請して下さい。 

 
7. ゴミの取り扱いについて 
持ち込んだ物についてのゴミは、お持ち帰りをお願いします。 

 
8. 喫煙について 
スポーツ公園内は禁煙です。決められた灰皿のある場所で喫煙して下さい。 
 

9. その他の禁止事項 
スポーツ公園内は火気厳禁となっています。火気及び危険物の持ち込みを禁止します。 
 

10. 駐車場について 
駐車場誘導員及び警備員の指示に従って順序よく駐車して下さい。 
駐車スペースには限りがあります。出来る限り乗り合わせでの来場をお願いします。 
前田庭球場について、駐車場は使用禁止とします。 
※高岡スポーツコアó前田庭球場の無料シャトルバスをご利用下さい。 

 
11. 交通関係 
・高岡スポーツコア ・・・高岡駅から自動車で約 10分 
 ・・・北陸新幹線 新高岡駅から徒歩約 7分 
 ・・・能越道 高岡 ICから約 5 km 
 ・・・北陸自動車道 高岡砺波スマート ICから約 10 km 
・高岡市前田庭球場 ・・・高岡駅南口から徒歩約 10分 

  ※高岡スポーツコアから無料シャトルバス運行 
 
12. 大会本部・大会役員連絡先 
監督会議時にお知らせします。 
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■【7/30(木)】 ・・・開会式
【高岡市テニスコート】 【高岡市テニスコート】

時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9:00～10:00 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
10:00～11:00 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
11:00～12:00 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄

12:00～13:00 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
13:00～14:00 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
14:00～15:00 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄

【前田庭球場】
時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8

 ＜男子＞
09:00～09:50 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀
09:50～10:40 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
10:40～11:30 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪
11:30～12:20 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
12:20～13:10 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知
13:10～14:00 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
(15:30～ 開会式 集合時間)

■【7/31(金)】 ・・・個人戦
【高岡市テニスコート】 【高岡市テニスコート】

時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 ＜女子＞  ＜女子＞

8:00～8:10 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
8:10～8:20 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
8:20～8:30 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄

 ＜男子＞  ＜男子＞
8:30～8:40 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
8:40～8:50 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
8:50～9:00 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
(9:10～ 試合開始)

練 習 コ ー ト 割 り 当 て 表
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■【7/31(金)】 ・・・個人戦
【前田庭球場】

時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8
 ＜男子＞

8:00～8:10 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀
8:10～8:20 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
8:20～8:30 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪
8:30～8:40 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
8:40～8:50 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知
8:50～9:00 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
(9:10～ 試合開始)

■【8/1(土)】 ・・・個人戦／団体戦
【高岡市テニスコート】 【高岡市テニスコート】

時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 ＜男子＞  ＜女子＞  ＜男子＞  ＜女子＞

8:10～8:25 1～12 13～24 25～36 37～48 1～12 13～24 25～36 37～48 97～108 109～120 121～132 133～144 97～108 109～120 121～132 133～144

8:25～8:40 49～60 61～72 73～84 85～96 49～60 61～72 73～84 85～96 145～156 157～168 169～180 181～192 145～156 157～168 169～180 181～192

(9:00～ 個人戦 試合開始)  （個人戦試合コート）
9:30～9:50 富山A 富山B 石川 福井 新潟 岐阜 長野 滋賀
9:50～10:10 群馬 埼玉 東京 神奈川 愛知 静岡 三重 京都
10:10～10:30 山形 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 和歌山 大阪
10:30～10:50 岩手 秋田 山梨 奈良 兵庫 岡山 広島 山口
10:50～11:10 北海道 青森 島根 鳥取 香川 徳島 愛媛 高知
11:10～11:30 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
(12:00～ 団体戦 試合開始)

■【8/2(日)】 ・・・団体戦
【高岡市テニスコート】 【高岡市テニスコート】

時間／コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 ＜男子＞  ＜女子＞  ＜男子＞  ＜女子＞

8:05～8:25 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 25～27 28～30 31～33 34～36 25～27 28～30 31～33 34～36
8:25～8:45 13～15 16～18 19～21 22～24 13～15 16～18 19～21 22～24 37～39 40～42 43～45 46～48 37～39 40～42 43～45 46～48
(9:00～ 団体戦 試合開始)

（個人戦試合コート）

練 習 コ ー ト 割 り 当 て 表
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練習コートについてのお知らせ 

 

【別紙、練習コート割り当て表を参照して下さい】 
 
 
１．高岡市テニスコート 
（１）公開練習日は、平成２７年７月３０日（木）～８月２日（日）です。 
（２）公開練習コート割・時間は、別紙練習コート割り当て表を参照願います。 
（３）７月３０日（木）の公開練習時間は、9:00～15:00です。 
（４）練習後のコート整備は、現地会場係の指示に従って下さい。 
 
２．高岡市営前田庭球場 
（１）公開練習日は、平成２７年７月３０日（木）～３１日（金）です。 
（２）公開練習コート割・時間は、別紙練習コート割り当て表を参照願います。 
（３）７月３０日（木）の公開練習時間は、9:00～14:00です。 
（４）７月３１日（金）は、同会場での個人戦出場者のみです。 
（５）練習後のコート整備は、現地会場係の指示に従って下さい。 
 
 
 
●高岡市テニスコート (砂入り人工芝 16面) 
住 所： 〒933-0816 富山県高岡市二塚 428-1（高岡スポーツコア） 

 電 話： 0766-20-1155 
 駐車場： あり（500台） 
 
●高岡市営前田庭球場 (セミアンツーカー 8面) 
住 所： 〒933-0017 富山県高岡市関 73 
電 話： 0766-24-1438 

 駐車場： なし（高岡スポーツコア⇔前田庭球場の無料シャトルバスをご利用下さい） 
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駐車場並びにプライベートテント設営の注意事項と 

シャトルバスの運行について 

 

１． 駐車場について （別紙、図面を参照願います） 

（１）駐車場は、朝夕の多くの利用者により混み合い事故等の恐れがありますので、駐車場 

誘導員及び警備員の指示に従って順序よく駐車して下さい。 

（２）大型バス駐車場は、１台／１県を予定しています。 

（３）乗用車用は、土のグラウンドにロープを張った臨時駐車場になります。入り口は、高岡 

スポーツコア正面から入った、大型バス駐車場の奥になります。一方通行でお願いします。 

（４）駐車場には限りがありますので、出来るだけ乗り合わせての来場をお願いします。 

（５）小学生ほか小さな子供が大勢来場します。運転には十分な注意をお願いします。 
 

２． プライベートテント設営について （別紙、図面を参照願います） 

（１）プライベートテントエリア以外では設営しないようにお願いします。 

（２）風雨等が急に強くなることが予想されますので、杭や鋲などで対策をお願いします。 

（３）プライベートテントエリアは、サッカーのサブグラウンド（芝生広場）です。 

 芝を痛めないように大事に使用して下さい。 

（４）都道府県ごとにロープを使用して区割りをしています。指定された区割り内での 

ご利用をお願いします。（十分な広さがあります） 

（５）管理上、テント及び部材などは毎日撤去して下さい。 
 

３． シャトルバスについて 

（１）７月３０日（木）～３１日（金）の期間中、高岡スポーツコア⇔前田庭球場間に無料 

シャトルバスを運行します。 

（２）運行予定時間は以下の通りです。 

 ・７月３０日（木）８：００～１５：００ ※開会式まで 

 ・７月３１日（金）６：００～１６：００ ※前田庭球場 試合終了まで 

 ★運行時間は変更になる場合があります。富山県ソフトテニス連盟のホームページで 

 最終確認をお願いします。 

（３）運行間隔は１５～３０分を予定しています。乗車時間は約１０分です。 

（４）選手・監督のほか、コーチ、保護者、引率者、ご家族も乗車できます。 

（５）シャトルバス乗降所は、高岡スポーツコアは正面入り口付近になります。 

 前田庭球場は場内駐車場（一般車駐車不可）になります。 

（６）どちらも場内看板で案内します。運行状況は、現地会場係に確認下さい。 
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高岡市テニスコート
所在地

高岡市テニスコート（高岡スポーツコア内）
〒933-0816 高岡市ニ塚428-1
（北陸新幹線 新高岡駅下車 徒歩７分）
TEL : 0766-20-1155

交通アクセス

鉄道 ・・・ 新高岡駅から 徒歩７分
バス ・・・ 高岡駅から高岡スポーツコア下車 約１０分
自動車 ・・・ 能越道 高岡 I.Cから 約10分
自動車 ・・・ 北陸道 高岡砺波スマート I.Cから 約15分
自動車 ・・・ 北陸道 小杉 I.Cから 約20分

駐車場

無料駐車場 500台

高岡砺波

スマートＩＣ
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高岡市テニスコート

入口

乗用車

臨時駐車場

サッカー場

大型バス

駐車場アップ会場

プライベート

テントエリア

１

２

３

６
15

７

５

10

９

12

11 ８

14

６
６

13

15４

出口

1 9 救護所

2 選手招集所 10 大会役員控え所

3 対戦表掲示板 11 競技役員控え所

4 順位表彰会場 12 補助員控え所

5 本部（進行・記録） 13 弁当引き替え所

6 応援可能エリア 14

7 プライベートテント 15 販売テント

8 アップ会場

総合案内所
選手到着受付

シャトルバス
タクシー乗降所
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高岡市営前田庭球場
所在地

高岡市営前田庭球場
〒933-0017 高岡市関73
TEL : 0766-24-1438

交通アクセス

鉄道 ・・・ 高岡駅南口から 徒歩約１０分
タクシー ・・・ 高岡駅南口から 約３分

駐車場

なし
※前田庭球場の駐車場は使用禁止とします
※高岡スポーツコア⇔前田庭球場の無料シャトルバスをご利用下さい

高岡砺波

スマートＩＣ
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高岡市営前田庭球場

高岡武道館
休憩所

救護所

トイレ

前田利長公墓所

前田公園

９

２

10

３

５

７

４

１

８

６

４ ４

総合案内所 選手・監督控え所
1 選手到着受付 6 大会役員控え所

選手招集所 救護所

2 対戦表掲示板 7

3 本部（進行・記録） 8 弁当引き替え所

4 応援可能エリア 9 競技役員控え所

5 アップ会場 10 補助員控え所

シャトルバス
タクシー乗降所

前田公園

４

ウォーミングアップ禁止
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高岡市医師会 講堂
（高岡市医師会看護専門学校）

所在地

高岡市医師会（高岡市医師会看護専門学校）
〒933-0816 富山県高岡市二塚355-1
TEL : 0766-25-7060

交通アクセス

高岡市テニスコート（高岡スポーツコア） 正面入り口から徒歩２分

駐車場

なし
※高岡スポーツコアの指定駐車場をご利用下さい

高岡砺波

スマートＩＣ
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演台日本連盟 富山県連盟司会

監  督  会  議  会  場  配  置  図

 日 時  平成２７年７月３０日（木） 午後２時３０分から
 会 場  高岡市医師会（高岡市医師会看護専門学校）講堂

ホワイトボード

※階段状の講義室になっています。 前方より順に着席下さい。

競技役員
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