
千葉市ユーステニスコミュニティ会則 

２０１６年５月２８日 

第1章 総 則 

第 1条 本会の名称は、千葉市ユーステニスコミュニティとする。 

 

第 2条 本会は運営部を、本会の会員に置く。 

 

第2章 目 的 

第 3条 本会は、会員をコミュニティと位置づけ、会員が相互に助け合い、親睦を深める

とともに、競技力を向上させ、発展させることを目的とする。 

 

第3章 会 員 

第 4条 本会の会員は、原則として千葉市内に所在する大学(短期大学を含む)、高校、及び

中学校のテニス部とする。また会員は、原則として１学校１団体とする。なお、

中学校にテニス部がない場合、或いは中学校が単校で行事に参加できない場合は、

複数の中学校でチームを編成し、会員とすることができる。 

 

第 5条 本会に加盟しようとする会員は、所定の書式により申請し、本会の運営部会の承

認を経て登録する。登録を抹消しようとする場合は、その理由を記して届け出る。 

 

第 6条 会員が、本会則に違反するか、或いは本会の体面を傷つける行為があったと認め

られた時は運営部会の決議により除名することが出来る。 

 

第4章 事 業 

第 7条 本会は、会員の対抗戦(団体戦、個人戦)を主な事業として行う。 

 

第5章 役 員 

第 8条 本会は、次の役員を置く。 

会長：1名、副会長：1名 

運営部長：1名、副運営部長：1名、運営部員：若干名 

 以上の他、相談役を数名置くことが出来る。 

 

第 9条 会長、副会長、相談役は総会で推挙する。 

 

第10条 運営部長、副運営部長、運営部員は総会で承認を得る。 

 

第11条 会長、副会長、相談役は総会、運営部会に出席し意見を述べることが出来る。 

 

第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。任期満了後も後任者が就任する

までは、その職務を行う。 



 

第6章 会 議 

第13条 本会の会議は、総会および運営部会とする。 

 

第14条 総会は会長または副会長が、また、運営部会は運営部長または副運営部長が招集

を行う。 

 

第15条 総会は毎年１回開催し、開催日は、原則として３月の最終土曜日とする。但し、

運営部の都合により総会の日時を変更することが出来る。 

総会の議案、日時、及び場所は、1ヶ月前に通知する。 

 

第16条 総会は、以下の事項について審議し、議決する。 

    ①事業報告 

    ②事業計画 

    ③役員の選任または解任 

    ④会則の変更 

    ⑤その他運営に関する重要事項 

 

第17条 総会の構成、定足数、議決等ついては下記に定める。 

①総会は役員及び会員の代表者、またはその代理人をもって構成する。 

    ②総会は構成員の過半数以上の出席で成立する。ただし、欠席者は所定の委任状

に必要事項を記載の上、議長または他の構成員を代理人とし、表決を委任する

ことができる。委任状は運営部に総会開催の2週間前迄に提出する。 

    ③議長は会員の代表者が務める。 

    ④議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の表決で

決定する。 

 

第18条 運営部会は役員で構成し、運営に関する事項、及び総会に付議する事項等につい

て審議し、議決する。 

    運営部会は必要に応じて随時開催する。 

     

第6章 付 則 

第19条 本会則は、総会の決議により変更することが出来る。 

 

第20条 本会則は、2016年7月1日から実施する。 

 

千葉市ユーステニスコミュニティ運営部 

所在地千葉市美浜区若葉1-3渋谷教育学園幕張中学・高校内 

テニス部顧問瀧澤進 

TELO43(271)1221 



―仲間がつながる、未来につながる、千葉市でつながる― 

千葉市ユーステニスリーグ要項 

（１） 主催：千葉市ユーステニスコミュニティ 

（２） 後援：千葉市テニス協会 

（３） 主管：千葉市ユーステニスコミュニティ運営部 

（４） 趣旨：コミュニティ会員相互の親睦、競技力の向上 

（５） 期日：2016年 11月～2017年 2月 

第１戦：11月。第２戦：12月。第３戦：翌１月。入れ替え戦：２月 

（６） 会場：会員コート 

① 初年度のコート開催権は運営部が決定する。以後、対戦両チームコートで交互

に開催する。 

② ホームチームのＡはアウェイチームのＢがあれば、コート開催権を譲ってもよ

い。（ただし、次対戦時のコート開催権はＢにある） 

（７） 競技規則：「ＪＴＡテニスルールブック２０１１」による 

（８） 種目：団体（男、女） 

男子：３複６単、女子２複５単（単複かねて出場できる） 

試合順：複下位～上位。単下位～上位とする。 

（９） 参加資格：千葉市ユーステニスコミュニティ会員、千葉市協会による中学生選抜チ

ーム 

（10）試合方法：８ゲームズプロセット 

（11）ボール： 

① 下記の種類からアウェイチームが選択し、ホームチームに連絡し、持参する。

（２球×試合数） ダンロップフォート、ブリジストンＸＴ８ 

② ホームチームは試合数の半数をアウェイチームに渡す 

③ 使用球は両チームで半数ずつ持ち帰る 

※ボールの種類は両チームの合意があれば他の種類でもよい 

(12)諸規定：リーグ分け、日程・時程、オーダー（別紙参照） 

(14)練習時間 

   ①ホームチームはアウェイチームに当日 20分×２面以上練習コートを提供する 

   ②試合前練習は５分とする。 

(15)審判：セルフジャッジとする。 

(16)その他：審議が必要となった場合は運営部会で話し合い、決定する。 

(17)選手登録：10月予定（後日案内を出します） 



入会申し込み書

千葉市ユーステニスコミュニティに入会し、千葉市ユーステニスリーグに参加いたします。

１、学校名：
２、学校所在地：

３、学校電話番号：
４、学校ＦＡＸ番号：

４、所有コート面数、サーフェス：
５、所有コート所在地：

６、参加チーム（男子、女子）：
７、部員数：

８、担当者名と役職：
９、担当者携帯番号：

１０、担当者ＰＣアドレス：

１１、日付：



初年度リーグわけ規定

・大学：関東大学リーグ順位による
（男子の７部、女子の５部などで順位がついていない場合は千葉県大学リーグ順位による）

・高校：県高校新人戦順位による
１、１位～４位
２、ベスト８　
　①地区大会順位
　②個人戦シングルス出場者数の多い高校
　③個人戦ダブルス出場組数の多い高校
　④抽選
２、ベスト１６
　①地区大会順位
　②個人戦シングルス出場者数の多い高校
　③個人戦ダブルス出場組数の多い高校
　④抽選
３、ベスト３２以下の順位　
・参加校を各地区ごとに上位から並べる
　①各地区最上位校を比べ、県個人戦単出場数の多い高校の所属する地区をＡ、他方の地区をＢとする
　・Ａ地区の上位校
　・Ｂ地区の上位校
　・Ａ地区の次の上位校
　・Ｂ地区の次の上位校
　　～以下同様とする
　②各地区最上位校を比べ、県個人戦複出場数の多い高校の所属する地区をＡ、他方の地区をＢとする

（①が同数だった場合）
　③抽選をし、はじめに引いた地区をＡ，次にひいた地区をＢとする

（②が同数だった場合）

中学：県中学新人戦順位による
①同順位の場合は、登録メンバーに千葉県中学生選手権個人戦単最上位者のいる学校を上位とする
②抽選

１部 1 大学１位※ 該当なしの場合→高校繰り上がり
2 高校１位
3 高校２位
4 高校３位

２部 5 大学２位※ 該当なしの場合→高校繰り上がり
6 千葉市中学選抜 該当なしの場合→高校繰り上がり
7 高校４位
8 高校５位

３部 9 大学３位※ 該当なしの場合→高校繰り上がり
10 中学１位 該当なしの場合→高校繰り上がり
11 高校６位
12 高校７位

４部 13 大学４位※ 該当なしの場合→高校繰り上がり
14 中学２位 該当なしの場合→高校繰り上がり
15 高校８位
16 高校９位

５部 17 大学５位※ 該当なしの場合→高校繰り上がり
18 中学３位 該当なしの場合→高校繰り上がり
19 高校10位
20 高校11位

６部 以下、同様とする。
ただし、４チームが揃わない場合→トーナメント（５チーム～７チーム）

１位、２位が入れ替え戦へ



リーグ日程

第１戦 １１月 リーグ１番校ｖｓ４番校、２番校ｖｓ３番校

第２戦 １２月 リーグ１番校ｖｓ３番校、２番校ｖｓ４番校

第３戦 ０１月 リーグ１番校ｖｓ２番校、３番校ｖｓ４番校

入れ替え戦 ０２月 該当校 上部校がコート開催権をもつ

＜順位決定＞
１、勝敗
２、得失ポイント差（＝総勝利試合数ー総敗戦試合数）
３、該当チーム対戦勝敗
４、抽選

＜入れ替え戦＞
Ａ，大学チームが合計２チーム以上参加の場合
・大学チームは大学順位により入れ替わる
・高校以下のチーム
リーグ上位部最下位校ｖｓ下位部最上位校
（ただし、上部、下部とも高校以下のチームが４チームある場合は、上部リーグ３位校ｖｓ下部リーグ２位校、上部リーグ４位校ｖｓ下部リーグ１位校）
Ｂ，大学チームが１チーム以下の場合
上部リーグ３位校ｖｓ下部リーグ２位校、上部リーグ４位校ｖｓ下部リーグ１位校）

＜標準的な当日時程＞
６時：荒天時判断　ホーム校→アウェイ校
８時３０分～５０分：※アウェイ校練習（２面以上）

※２０分×２面以上をアウェイ校に提供してください。
９時：オーダー交換、対戦開始（試合前練習は５分）

試合順序
①複　下位→上位
②単　下位→上位
全試合終了後に挨拶

＜オーダー交換後の選手負傷＞
ダブルス時に負傷等でシングルスに出場できなくなった場合は、代わりの選手を登録順位により出場させることができる。
ただし、他の選手のオーダーは変えないものとする。



オーダー規定

１、登録順位は下記とする
大学生は関東大学リーグ規定
高校生は新人戦団体戦登録順位
中学生はシングルス有資格者を上位とする実力順とする

２、対戦オーダー
・シングルス：登録順位による

・ダブルス 下記の順で上位とする
①ペアの両者ともが、有資格者の組
②ペアの１名のみが、有資格者の組
③ペアの両者ともが、有資格者でない組
（和が同じ場合は、登録上位者のいる組を上位とする）

有資格者
・大学生：夏の関東大学テニストーナメント個人本戦出場者（単または複で）
･高校生：県高校新人テニス大会個人戦出場者（単または複で）
･中学生：県中学選手権（春）大会シングルスベスト３２、またはダブルスベスト１６以上の者


