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ダンロップチーム対抗レディステニス2022
参加者　各位

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

テニス販売促進部

ご案内

　拝啓　　時下ますますご清祥のお喜びを申しあげます。

　またこの度は「ダンロップチーム対抗レディステニス2022」にお申し込みいただきありがとうございます。

　早速ですが、先般運営主管いただく日本女子テニス連盟・大阪府支部、兵庫県支部、京都府支部、

　奈良県支部の役員、大会顧問、大会委員の方々にお立会いいただき、厳正なるドロー抽選会を行いました。

　つきましては組み合わせ、会場が決定いたしましたので、別紙の通りご案内申しあげます。

　皆様のご健闘を心からお祈りいたしますとともに、会場でお会いできますことを楽しみにしております。

☆注意事項☆

・必ず「大会出場の皆様へのお願い」をご確認いただいた上でご参加をお願い致します。

※新型コロナ感染症防止の対策が求められる中での大会開催となっております。

　ご協力をお願い致します。

　なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況次第では、中止となる可能性がございます。

　今後もHPのご確認をお願い致します。

・大会注意事項を必ずご確認ください。

・住友会場の駐車場開門時間は９時です。（１番早い受付時間は9時30分です）

　近隣住民の方のご迷惑となりますので、９時以降にお越しください。

　また、駐車場受付にて検温と名前のご記入をいただいてからの入場となります。

・各会場雨天の場合

　お手数ですが、予定通り会場に集合してください。

　(万が一、事前に中止、延期決定した場合は、当社HP（トップページの最新情報）に掲載いたします)

https://sports.dunlop.co.jp/tennis/

　大会当日の朝、お電話での試合の有無のお問い合わせはご遠慮ください。（お答えできません）

　大会スケジュールについては、会場でコートレフェリーにご確認をお願いします。

・予備日について

　すべての試合が予定の期間内に消化できなかった場合は予備日を使用します。

　また、試合進行によりに日程・時間が変更になる場合があります。

　（途中試合、残り試合となった場合、予備日以外に入ることがあります）

・予選ラウンド会場・決勝大会会場でダンロップ・スリクソン製品の販売を行います。

　是非ご利用ください。

https://sports.dunlop.co.jp/tennis/


株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

テニス販売促進部 

 

「ダンロップチーム対抗レディステニス 2022」に大会出場の皆様へのお願い 

 

この度は「ダンロップチーム対抗レディステニス 2022」にご出場いただき、ありがとうございます。 

  

今大会は新型コロナ感染症拡大防止の対策が求められる中での大会開催となっており、 

会場での滞在時間の短縮、来場者数の低減を軸に以下の対策を行っています。 

以下の注意点を必ず遵守してください。  

★試合前の説明を今回は行いませんので、この案内をよく読んでおいて下さい 

 

【注意事項】 

 ・ 『大会参加確認書』に事前に記入して大会当日受付に提出して下さい（ホームページ掲載）  

項目に該当するものが一つでもある場合は、参加を自粛願います  

・ 会場までは各自十分気を付けてお越し下さい（自家用車の相乗りは出来るだけ避ける） 

※止む無く相乗りされる場合は換気をし、適当な距離を取って乗るようにして下さい  

・ 大会会場入りの際の除菌、手洗い、咳エチケットの徹底などの行動にご協力下さい  

・ 会場内ではマスク着用をお願いします（コート内では医療用マスクは可※熱中症にはお気を付けください） 

・ 熱中症対策（水分補給など）は自己で管理して下さい 

具合が悪くなった場合はすぐに担当者に伝えて下さい  

・ 待機の際はソーシャルディスタンスを十分に確保して下さい  

特に飲食の際は他の方との距離を保つようにお願いします  

※ご自身の椅子や日傘（晴雨兼用がベスト）をお持ちの方はご持参願います  

・ 試合終了後は速やかにご帰宅下さい  

・ 更衣室、シャワー、クラブハウスは原則使用禁止です（各施設の対応に従って下さい）  

・ 選手の方以外の応援・観戦はご遠慮下さい ★今年は無観客試合とします 

 

【受付についてのお願い】  

・ 受付は下記流れで行います。当日、担当者の指示に従って下さい 

①検温→②更衣の上、決められた受付場所でチーム揃って大会参加確認書を提出し出席を届ける 

→③プログラム・参加賞などをご自分で取って下さい  

 

【試合進行についてのお願い】  

・ 試合に入る際は、前の試合の選手が退出してからコートに入場して下さい  

試合が終わった選手は速やかにコートから退出して下さい  

・ トスは離れて行って下さい  

・ 相手選手にボールを渡す時や隣から入ってきたボールは出来るだけ手で触れず、ラケットを使って渡して下さい  

・ ペアでの過度な声掛けやハイタッチはせず、ラケットタッチにてお願いします  

・ エンドチェンジについては両ペア時計回りでお互い距離を取るようにお願いします  



・ 試合後の握手は行わず、挨拶のみにして下さい  

・ 試合はセルフジャッジで行います 

・ スコアカード係を 4 人の中で 1 人決め、試合中はその人だけがスコアを変えてください 

試合終了後は除菌してください  

ジャッジは自信の無いボールについてはセーフ、はっきりアウトと分かるボールのみアウトコールする事を守って下さい  

・ 大会の進行については、各受付場所のホワイトボードにて行います。 

呼び出しは原則行いませんのでよく注意して下さい  

・ 対戦表の上に書かれているチームがボールを取りに来て下さい  

・ 試合の勝者は速やかに受付まで結果を届けて下さい（ボールは敗者持ち帰り、交流試合で使用します）  

・ ジャッジで揉めたり、スコアが分からなくなった場合、又はドリンクやラケットなどコート外からもらう場合はスタッフを 

呼んでください  

・ 具合が悪くなった場合や熱中症の疑いのある場合はすぐにスタッフに伝えて下さい  

 

【その他】  

・ 大会終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、速やかに下記まで報告して下さい 

株式会社ダンロップスポーツマーケティング  

テニス販売促進部西販売促進課 

担当：大内、丹下 

06-6392-8700       

・ 今大会に限らずスポーツの大会へ参加後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合、参加前２週間

の健康状態を記録した『健康観察記録表』の提出をお願いする場合があります。『健康観察記録表』につきましては 

ホームページにも掲載しておりますのでご利用下さい  

・ 新型コロナウィルスの感染状況によっては、大会の日程や方法を変更することがありますので試合の前日に必ず再度

ホームページをご確認いただくようお願いします  

・ 厚生労働省が開発した新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の使用も検討し、出来る限り万全な状態で 

参加出来るようにしてください 

厚生労働省開発アプリ：「接触確認アプリ」で検索してインストールして下さい。 

下記 QR コードからも簡単に登録できます 

Google Play                 App Store 

                     

 

以上を厳守し、安全・安心な大会にしましょう。ご協力をお願い致します。 



【日程表】

＜一般・予選ラウンド＞　満２５才以上の女性

◆会場/マリンテニスパーク北村（アシスタントレフェリー：高木、下浦、水口）

集合時間

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天、試合進行等により日程・時間が変更になる場合があります（途中試合、残り試合となった場合上記予備日以外に入る場合もあります）

　会場でレフェリーに確認してください

※上位２チームは決勝ラウンドに出場出来ます

◆会場/万博テニスガーデン（アシスタントレフェリー：浅本、松本、石川）

集合時間

※コートサーフェイスはアンツーカーコートです（但し雨天等の理由で順延になった場合進行の都合上人工芝コートを使用する場合もあります）

※雨天、試合進行等により日程・時間が変更になる場合があります（途中試合、残り試合となった場合上記予備日以外に入る場合もあります）

　会場でレフェリーに確認してください

※上位３チームは決勝ラウンドに出場出来ます

◆会場/住友総合グランドテニスコート（アシスタントレフェリー：友廣（英）、山口、山中（久））

集合時間

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天、試合進行等により日程・時間が変更になる場合があります（途中試合、残り試合となった場合上記予備日以外に入る場合もあります）

　会場でレフェリーに確認してください

※近隣住民の方のご迷惑となりますので９時以降にお越し下さい。（開門は９時です）

※駐車場受付にて検温と名前のご記入をいただきます

※上位２チームは決勝ラウンドに出場出来ます

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

SF

１０：１５ 2R/A16 2R/B48

１１：３０ 1R/A21-32 1R/B53-64 1R/C85-96

以後

１日目/６月６日（月） ２日目/６月７日（火） ３日目/６月８日（水）

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

９：４５

以後

１１：００

１１：００

F

８：４５

４日目/６月９日（木）

１Ｒ/A3-30 １Ｒ/B35-62

SF

１日目/６月６日（月） ２日目/６月７日（火） ３日目/６月８日（水）

８：４５ 1R/A1-12

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

2R、3R、交流試合 2R、3R、交流試合

９：３０ 1R/A13-20 1R/B45-52

2R/B49，56，57，64

1R/A19-30

１日目/６月６日（月） ２日目/６月７日（火） ３日目/６月８日（水） ４日目/６月９日（木）

９：４５
1R/A13，14
2R/A1

1R/B45，46
2R/B33

2R、3R、交流試合

SF

2R/A1，9，16，17，24，25，32 2R/B33，41，48，49，56，57，64

3R、交流試合

1R/C77-84

1R/B33-44 1R/C65-76

９：３０ 1R/A3-12 1R/B35-44

3R、交流試合 F

以後 3R、交流試合 3R、交流試合

４日目/６月９日（木）

F

予備日/６月１０日（金）

１１：３０ 2R/A17，25，32

1R/B51-62



◆会場/吉川総合公園テニスコート（アシスタントレフェリー：杉田、岡本、角田、友廣（良））

集合時間

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天、試合進行等により日程・時間が変更になる場合があります（途中試合、残り試合となった場合上記予備日以外に入る場合もあります）

　会場でレフェリーに確認してください

※上位１チームは決勝ラウンドに出場出来ます

◆会場/太陽が丘公園テニスコート（アシスタントレフェリー：石川、道本、木村、下田、野中）

集合時間

※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※雨天、試合進行等により日程・時間が変更になる場合があります（途中試合、残り試合となった場合上記予備日以外に入る場合もあります）

　会場でレフェリーに確認してください

※上位２チームは決勝ラウンドに出場出来ます

会場/マリンテニスパーク北村　日程/６月２１日（火）　予備日：日（水）　集合時間/８：４５（抽選後試合開始）

※出場チーム数（万博/３、北村/２、住友/２、吉川/１、太陽が丘/２　合計１０チーム）

※組み合わせは当日抽選

【予選ラウンド】

◆会場/マリンテニスパーク北村 ◆会場/住友総合グランドテニスコート

集合時間 集合時間

◆会場/太陽が丘テニスコート

集合時間 ※コートサーフェイスはオムニコート（砂入り人工芝コート）です

※シニアは合計年齢最高チームに特別賞があります

会場/マリンテニスパーク北村　日程/６月２１日（火）　予備日：２２日（水）　集合時間/８：４５（抽選後試合開始）

※北村会場からは上位２チーム、住友総合会場・太陽が丘会場からは上位１チームが出場（合計４チーム）

※組み合わせは当日抽選

【表彰】
一般・決勝ラウンド シニア・決勝ラウンド

優勝 優勝カップ、賞状、副賞（ダンロップ賞） 優勝 優勝カップ、賞状、副賞（ダンロップ賞）

準優勝 賞状、副賞（ダンロップ賞） 準優勝 賞状、副賞（ダンロップ賞）

ベスト４ 賞状、副賞（ダンロップ賞） 第３位 賞状、副賞（ダンロップ賞）

ベスト８ 副賞（ダンロップ賞） 第４位 賞状、副賞（ダンロップ賞）

第９位～１０位 副賞（ダンロップ賞）

　会場でレフェリーに確認してください

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

１０：００ 1R/9-14

以後

予備日/６月９日（木）

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

予備日/６月９日（木）

＜一般・決勝ラウンド＞  各会場代表チームによる決勝戦

＜シニア・予選ラウンド＞　満５５才以上の女性で１チーム合計年齢が３６０才以上

SF、F、交流試合

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

予備日/６月９日（木）

3R-F、交流試合 3R-F、交流試合

2R/A1-32

※雨天等により日程・時間が変更になる場合があります1R/1-16

１０：００

２日目/６月７日（火）

3R、交流試合

１日目/６月７日（火）

以後

すべての試合が期間内に
消化できなかった場合は

予備日を使用します

2R/A33-64

８：４５

８：４５

F

予備日/６月９日（木）

予備日/６月９日（木）

1R/A3-30

１Ｒ/3，4，29，30
2R/5-16

１日目/６月６日（月）

９：４５ 2R/1，17-32

８：４５ 1R/3-30 ９：３０ 1R/3-8

１０：００

2R/1，8

６月８日（水） ６月８日（水）

９：３０

ダンロップ・スリクソンラケットをご愛用の方から抽選でビッグなプレゼント！詳しくはドロー最終ページをご覧ください

１０：３０ 2R/1

以後

＜シニア・決勝ラウンド＞　各会場「本戦」代表チームによる決勝戦

2R/9，16，17，24，25，32

１１：００

６月８日（水）

以後

１０：３０

SF

2R、SF、F、交流試合

2R/12，15

２日目/６月８日（水）

SF、F、交流試合

以後

1R/B35-62



　１．時間厳守 集合時間までにチーム全員で（６人揃って）出席を本部に届けてください。
集合時間から１５分遅れると失格になりますのでご注意ください。
キャプテンは速やかに「オーダー用紙」を本部に提出してください。

　２．審判 相互チーム話し合いの上ＳＣＵにご協力願います。

　３．試合方法 ①試合は全てノーアドバンテージスコアリング方式を採用します。
②団体戦ダブルス３組のトーナメント方式です。
　　＊重複しての出場は出来ません（ｅｘ．同じ選手が１対戦の中でＤ１とＤ３に出場する）
③一般　　　＝１セットマッチ（６ゲームズオールタイブレーク）　ノーアドバンテージスコアリング方式　           
　 シニア　　＝６ゲーム先取　ノーアドバンテージスコアリング方式
※天候等の理由により試合方法を変更する場合があります

　４．試合球 ダンロップ・フォート

　５．試合に際して 試合開始前に選手全員ネットをはさんで整列し、チーム代表者がオーダー交換を行ってください。
整列しない選手は、その対戦には出場出来ません。

　６．メンバー変更 メンバー変更は初回戦までに１回１名のみ認めます。（以後は不可）
必ず大会当日の朝に本部に届け出てください。
オーダー交換後のメンバー変更は認めません。
メンバーはプログラムに記載されている選手またはメンバー変更した選手に限られます。
万一上記以外の選手が出場したり、出場資格に反したチームの構成メンバーであった場合は、そのチームは出場権を失います。
メンバーが６人揃わないチームについては、Ｄ３を不戦敗とさせていただきます。
ただし、初回戦についてはオープン戦として試合をしていただけます。
(以降のオープン戦は対戦相手の任意ですので双方でご確認ください）

　７．ルール ルールは日本テニス協会試合規則に準じて行います。試合上の質疑の決定は、各会場のレフェリーが行います。

　８．棄権 チームが出場を棄権する場合は、本部に必ず連絡してください。

　９．交流試合 初回戦敗者チームは交流試合に出場できます。※天候、試合進行等の理由により試合方法、試合数を決定します。

１０．試合順序 原則はＤ１、Ｄ２、Ｄ３の順に行います。ただし、試合順が試合の進行状況によっては変更になる場合があります。
また、ポイント決定後の試合は中止（打ち切り）されることがあります。

１１．ウォームアップ ウォームアップはサービス４本のみとします。

１２．服装 ①テニスウエアを着用してください。（ＪＴＡルールに基づく　※ロゴの大きさにもご注意ください。）
②Ｔシャツは着用できません。
※ダンロップ・スリクソンウェアは規制無し。
③シューズは各会場コートサーフェイスに合ったテニス専用シューズをお履きください。

１３．コート内 コート内に入る方は登録選手に限ります。

１４．報告 勝利チームの代表者は試合結果報告書に全ての試合のスコアを記入して、本部に届けてください。

１５．セットボール セットボールは本戦のみ負けチームが持ち帰ってください。なお、そのセットボールは交流試合の試合球としてご使用下さい。

１６．雨天時について 雨天でも予定通りの時間に試合開始になる場合もあります。お手数でも一旦定刻までに会場に集合してください。

１７．日程の確認 日程・時間等は雨天等の理由で変更する場合があります。必ず次の試合日程を確認してからお帰りください。

１８．お問合せ先 ＊お問い合わせはチーム代表者の方が代表してお電話願います。

＜大会期間外＞
（株）ダンロップスポーツマーケティング/０６－６３９２－８７００（土・日・祝日を除く９時～１７時）

＜大会期間中＞
マリンテニスパーク北村/０６-６５５５-６１６１　　　　　　　　　 　　万博テニスガーデン/０７０－２２６０－４４３９
住友総合グランドテニスコート/０９０－１７６４－０２５９　　　　　吉川総合公園テニスコート/０８０－３４１７－７３２５
太陽が丘公園テニスコート/０９０－１７６３－１５８２
＊万博テニスガーデン・住友総合・吉川総合・太陽が丘は大会期間中のみの臨時電話です
＊大会期間中の８時（住友会場は９時）～１７時のみにお問い合わせください

１９．貴重品 貴重品は各自責任を持って保管してください。

２０．クラブ内 各クラブ内での更衣、荷物を置く場所はクラブマネージャーおよび大会本部の指示に従ってください。

２１．応急処置 主催者は障害、事故等については応急処置以外の一切の責任を負いません。
参加者が他に与えた損害、損失、損傷等の責任は参加者自身がとることになります。

２２．その他 すべての選手は公平に扱われます。

★試合前の説明はありません「大会出場の皆様へのお願い」をよくお読みください（会場内掲示あり）

大会注意事項


