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加盟校テニス部顧問様 
京都府⾼等学校体育連盟テニス部 

  部   ⻑   関目 六左衛門 
専門委員⻑   脇 田 一 郎 

（ 公 印 省 略 ） 
 

臨時役員会（６月１１日）の内容報告について 
 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より本専門部に対しまして格別のご支援とご指導をい
ただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

さて、６月１１日（木）に臨時役員会を開催し、検討・方針決定した内容を報告させていただきます。詳しく
は７月１１日（土）に開催される近畿大会予選の顧問会議でお話ししますが、今後の大会などは以下の方針で進
めさせていただきます。 
不十分な点があるかもしれませんが、何卒、ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１．京都府⾼体連テニス部ポイント制度に関して 

京都ジュニア同様、全国総体予選も個人・団体含めすべての試合が中止となりました。次の大会に向けてのポ
イントは、２大会連続になりますが前回同様、総体予選も下記の見込みポイントで算出します。 

 
【Ⅰ】＜シングルス＞シード選⼿はシード順に従って、１シードを優勝、２シードを準優勝、３〜４シード

をベスト４、５〜８シードをベスト８、９〜１６シードをベスト１６とみなす。次にダ
イレクトイン選⼿をベスト３２とみなす。さらにブロックシードをベスト６４とみな
す。 

＜ダブルス＞シード選⼿はシード順に従って、１シードを優勝、２シードを準優勝、３〜４シード
をベスト４、５〜８シードをベスト８とみなす。次にダイレクトイン選⼿をベスト１６
とみなす。さらにブロックシードをベスト３２とみなす。 

【Ⅱ】ただし、シード・ダイレクト・予選上箱の選⼿について、同ポイントで抽選により選出されている場
合は、すべて１つ下のグレードでの評価とする。 

 
 
２．大会実施に向けて 

京都府⾼体連事務局より、大会実施に向けては以下のような大きな基準が示されている。 
 
『実施条件の確認日』から１ケ月程度経過後に、感染対策を施して大会実施が可能になる。 

 
上記の『実施条件の確認日』がいつになるかは現在示されておらず、夏の大会がいつから解禁になるのかは決

定していません。しかし、大会実施に向けて準備を始めなければ間に合わないため、専門部としては大会実施に
向けて準備・始動させていただきます。 

仮に大会実施が認められたとしても、大会規模縮小（予選回数・競技時間・セット数の短縮など）や感染拡大
防止対策をとらなければならないため、今後も状況を見ながら、判断していきたいと思っております。従来通り
の大会は開催できないとお考えください。セット数の短縮なども行う予定です。 

以下に、臨時役員会で話し合われた今後の原案を掲載しておきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 

３．３年生特別大会について 
別紙の実施要項のように、「京都府⾼体連テニス部３年生特別大会」を企画しました。 

大 会 日 程 ：令和２年７月２３日（祝）、２４日（祝）、２５日（土）、予備日２６日（日） 
大 会 会 場 ：太陽か丘、⻄院、小畑川の各テニスコート＜京都サマーＪｒの余剰コートを使⽤＞ 
申 込 期 間 ：令和２年６月２２日（月）〜２６日（⾦）午後５時まで 
参  加  料 ：２，０００円（⾼体連主催大会ですので、他の大会と同額です） 
参加料納入期間 ：令和２年７月１３日（月）〜７月１７日（⾦） ※大会実施が決まった後※ 
振込確認⽤紙〆切：令和２年７月２２日（水）まで 
大 会 の 概 要 ：３年生に対するシングルスのみの大会で、完全なトーナメントではなく、ブロックで終

了する大会。（参加人数により変動しますが、各ブロック８〜１６名程度を予定。）参加
者は大会日程のいずれか１日で終了する予定。また、レベルをある程度揃えるために、
Ａ（本戦相当レベル）とＢ（予選レベル）の２つに分け、シードなどは置かずに、フリ
ー抽選（参加校数にもよりますが、同一⾼校はできるだけ離れるように）でドローを決
定。 

試 合 方 法 ：１セットマッチノーアドバンテージ方式 
ただし、上記２の『実施条件の確認日』が遅れれば、大会が中止になることもありますので、ご了承くだ 

さい。申込書などは、近日中にＨＰにアップしますので、ダウンロードしてお使いください。 
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４．会議における輪番制常任委員と個人戦・団体戦でのロービングアンパイアについて 
従来、エントリー委員会と常任委員会には輪番制常任委員を委嘱しておりましたが、会議での人数を減らすた

めに、当面（１０月の⾼校選⼿権まで）は両会議に輪番制常任委員を委嘱しないこととします。 
また、個人戦大会（近畿予選と⾼校選⼿権）のロービングアンパイアについては、１次予選は生徒の安全確保

のために、出場校全顧問で全選⼿を守る従来の形式（１次予選では出場校から必ず１名が役員に従事しなければ
ならない）のままとします。しかし、２次予選（本戦）に関しては、当面（１０月の⾼校選⼿権まで）はボーナ
ス対象の追加役員は募集せずに、２次予選出場校の顧問だけでロービングアンパイアをまわしたいと思います。
よって、従来の申し合わせ事項のように１名１〜２回程度ではなく、必要とされる数だけロービングにはいるこ
とになりますので、ご理解ください。 

ただし、全国選抜予選（団体戦）のロービングアンパイアは、顧問が監督を兼ねるので従来通りとし、大会初
日は全出場校顧問が、大会２・３日目は大会出場校顧問が分担（どちらか１日）をしてロービングの任につくも
のとします。 

また、公立大会（団体戦と個人戦）、私学大会（団体戦）は引率責任がありますので、従来通り、出場校顧問が
ロービングアンパイアの任につくものとします 

 
５．近畿予選に向けて、及び、近畿予選の生徒代表者会議、大会日程の一部変更について 

近畿予選に向けては、予定通りで準備を始めていきます。 
  
７月 ３日（⾦）午後５時まで     エントリー〆切 
７月 ４日（土）           エントリー委員会 
７月 ９日（木）           常任委員会 
７月１１日（土）１５時〜        顧問会議 
７月１３日（月）〜１７日（⾦）     参加料振り込み期間 
７月２２日（水）午後６時まで     振込確認書〆切 

★８月 １日（土）開始時刻や会場は未定 生徒代表者会議＜７月２９日実施予定を変更＞ 
  

まず生徒代表者会議ですが、当初予定の７月２９日（水）は新型コロナウィルス感染症のため授業を実施して
いる学校も多いため、８月１日（土）に延期します。また、「密」を避けるため、大きな会場で十分な間隔を空け
て１回で実施するか、中規模の会場で十分な間隔を空けながら２回に分けて（例えば、府立と市立＆私立）実施
するか、会場をこれから確保しますので、開始時刻を含めて追って連絡します。（実施要項に記載できない場合
は、７月１１日の顧問会議で発表できるように準備します。） 

次に、８月２０日（木）から授業がはじまる学校が多くあるため、１次予選が天候により予備日に突入した場
合、学校コートが使えなくなる可能性が⾼いので、近畿予選の大会日程を１日繰り上げたいと考えています。大
会で使⽤する公営コート（太陽か丘と向島テニスコート）は現在変更を打診中で、変更できる可能性はあるので
すが、特に太陽か丘は現時点では確約をもらえません（太陽か丘はすべての競技団体の変更希望調整を集約中で、
６月下旬の調整結果がでるまでは確約をもらえません）。最悪、両方の公営コートが変更できない、また、一部し
か変更できない可能性もありますので、以下のような大会日程に変更します。 

ただし、１次予選のメインは１７日（月）と１８日（火）とし、入りきらない場合は１９日（水）に入れるよ
うにします。 

 
８月１７日（月）〜１９日（水） 近畿大会予選１次予選＜１７日を大会日として新たに設定＞ 
８月２０日（木）〜２１日（⾦） 近畿大会予選１次予選予備日 
８月２２日（土）〜２４日（月） 近畿大会予選２次予選 
８月２５日（火）        近畿大会予選２次予選予備日 
  

大会日程が変更されますので、会場調査など新たに調査が必要な情報があります。近日中にＨＰに再アップし
ます新たな申込⽤紙一式をダウンロードしてお使いください。くれぐれもエントリー表紙の提出をお忘れなきよ
うお願いします。（エントリー表紙がないと会場調査ができませんので、すべての書類を必ず提出していただき
ますようお願いします。） 

 
６．個人戦や団体戦を実施するにあたって、また、保護者の観戦や応援に関して 

まず、団体戦では、夏に公立⾼校大会、私立⾼校大会、秋に全国選抜予選の団体戦がひかえていますが、コロ
ナ対策として「密」を避けるために、会場に入るのは出場選⼿（登録選⼿）のみとし、応援の部員は会場に来て、
観戦や応援することを認めません。出場選⼿も「密」にならないように、できるだけ応援は自粛してください。 

特に、公立⾼校大会はバスでの移動がありますが、現在バスの台数をそのまま、あるいは増便して、１台に乗 
る人数を減らすように（３０名強程度）したいと考えています。出場選⼿だけになれば可能になるのではと算出
しています。生徒から徴収するバス代⾦はそのままとし、不足する⾦額は、繰越⾦をあてたいと考えています。 

次に個人戦ですが、団体戦同様、会場に来られるのは出場選⼿のみとし、その他の部員の応援や観戦は禁止 
します。 

保護者に関しても同様で、応援や観戦は禁止としますので、各校で保護者へのご指導をよろしくお願いします。
ただ、保護者の送迎に関しては規制しませんが、会場（テニスコート周辺やクラブハウス等の施設）にとどまら
ないようにお願いします。 

出場選⼿、その他の部員、保護者におきましても、基本は『無観客試合』と同じものと考えてください。 
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７．公立⾼校大会に向けて 

公立⾼校大会に向けては、予定通りで準備を始めていきます。 
７月１７日（⾦）午後５時までエントリー〆切 
７月１８日（土） ドロー会議 

上記６の中で記載したように、団体戦は登録選⼿のみの参加とし、他の部員や保護者の応援・観戦は認めませ
ん。また、バスに関しても乗る人数を減らすことで「密」を避け、不足分のバス代⾦は繰越⾦から捻出します。 

８月３日（月）〜５日（水）３日：⼥⼦団体／４日：男⼦団体／５日：個人戦＜団体予備＞ 
 

８．私立⾼校大会に向けて 
私立⾼校大会に向けては予定通りで、準備を始めていきます。 

７月１７日（⾦）午後５時までエントリー〆切 
７月１８日（土） ドロー会議 

公立⾼校大会同様、団体戦は登録選⼿のみの参加とし、他の部員や保護者の応援・観戦は認めません。 
最終、実施要項などでご確認ください。 

８月２９日（土）〜３０日（日） ２９日：本戦／３０日：チャレンジ大会（本戦予備） 
 

９．秋の大会に向けて 
全国選抜予選と⾼校選⼿権に関しては、予定通りで準備をします。 

８月２８日（⾦）午後５時まで  全国選抜予選・⾼校選⼿権エントリー〆切 
８月３０日（日）         エントリー委員会 
９月 ３日（木）         常任委員会 
９月 ５日（土）１５時〜     顧問会議 

ただし、９月５日（土）１６時から顧問会議と同会場で行っている生徒代表者会議（全国選抜予選出場校⽤）に
関しては、顧問で代行が可能なため開催しません。よって、全国選抜予選のドロー抽選（時間はかかるが顧問が
抽選を引くか、時間短縮のため役員による代理抽選のどちらか）と試合球の配布（男⼥それぞれ５缶配布します
ので、持ち帰れるようにしてください）、諸注意などについては、顧問会議で行います。 

９月２０日（日）〜２２日（祝） 全国選抜予選１日目〜３日目 
９月２６日（土） 全国選抜予選予備日 

次に、⾼校選⼿権の生徒代表者会議ですが、１０月２日（⾦）の１７時からだと、２分割にすることは難しい
ので、１０月３日（土）の午後に変更します。 

１０月３日（土）時間未定＜午後予定＞ ⾼校選⼿権の生徒代表者会議＜１０月２日実施予定を変更＞ 
※「密」を避けるため、近畿大会予選と同様、大きな会場で十分な間隔を空けて１回で

実施するか、中規模の会場で十分な間隔を空けながら２回に分けて実施するか、会場を
これから確保しますので、開始時刻を含めて追って連絡します。 

１０月１０日（土）〜１１日（日）  ⾼校選⼿権１次予選＜１７日（土）１８日（日）予備日＞ 
１０月２４日（土）〜２５日（日）  ⾼校選⼿権２次予選＜３１日（土）予備日＞ 
 

１０．大会時の選⼿のエントリー時刻やその後の諸注意、開閉会式や表彰式、本戦のドロー抽選について 
「密」を避けるために、エントリー後の諸注意や開閉会式は原則開催しません。また、表彰式もできるだけ簡

素化して、順次該当者を表彰します。 
同様に、選⼿のエントリー時刻に関しても、１次予選は２分割（例えば９時スタートと１２時スタート等）に

分けて実施します。２次予選（本戦）は、予選の進行状況にもよりますが、できる限り前日までにＨＰでエント
リー時刻を３分割（シングルス２分割とダブルス）できるように努力します。（雨天により予選が延びた場合は従
来のＳＤ別の一括集合になる可能性もあります。） 

よって、２次予選（本戦）の抽選については、選⼿ではなく役員による代理抽選を予選終了後に実施し、その
結果と集合時刻をＨＰで発表するように準備します。予選が伸びてＳＤ別の一括集合になった場合も、「密」をさ
けるために役員による代理抽選とします。（選⼿は抽選ができません。） 

 
１１．滋賀ＩＨ支援ノベルティ（キーホルダー）代⾦と加盟登録費の納入について 

近畿⾼体連テニス部と滋賀県⾼体連テニス部との話し合いにより、滋賀県が前回の支援Ｔシャツ販売の支援⾦
も辞退されたので、滋賀ＩＨ支援ノベルティ代⾦はＴシャツ支援⾦を差し引いた必要経費を、各府県のノベルテ
ィ配布数により、各府県が負担することに決定しました。京都府は配布数が１，１００個で、京都府の負担⾦は
１０２，０００円となります。全国総体予選シングルス参加選⼿に費⽤負担を求める予定でしたが１人当たりの
負担額が少額になるため、京都府⾼体連テニス部がすべて負担することにしました。よって、総体出場予定選⼿
には負担を求めませんので、配布したキーホルダーは記念品としてご活⽤してください。 

次に、延期されていた「京都府⾼体連テニス部加盟登録費」の振り込みに関しては、以下のように振り込んで
いただきますようお願いします。 

加盟費振込期間： ７月１３日（月）〜１７日（⾦） 
振込確認書〆切： ７月２２日（水）までに 
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振り込み方法：①３年生特別大会に出場する場合 
総会冊⼦の全国総体予選の振込⽤紙を使⽤し、３年生特別大会参加料と一括して振り
込んでください。通信欄の記載については、３年生特別大会の出場数を全国総体予選
の男⼥シングルスの欄に、加盟登録費を所定の欄に明記してください。３年生特別大
会の申込⽤紙にある「確認⽤紙（３年生特別大会＋加盟登録費）」を、期日までに送
付してください。 

②３年生特別大会に出場しない場合＜加盟登録費のみの場合＞ 
総会冊⼦の全国総体予選の振込⽤紙を使⽤し、加盟登録費を振り込んでください。通
信欄の記載については所定の欄に加盟登録費を明記してください。振込確認⽤紙は、
３年生特別大会とは別で、ＨＰにある「確認⽤紙（加盟登録費のみ）」を使⽤して、
期日までに送付してください。 

 
１２．加盟登録名簿の提出について 

大会が始まるにあたって、この登録名簿が顧問⽤の保険の台帳の代わりとなるため、以下のように大会前に〆
切を設けますので、各校期日までに提出をお願いします。 

加盟登録名簿提出〆切： ７月２０日（月） 
送  付  先   ： 京都府⾼体連テニス部総務委員⻑ 伴 利比古 まで 

（京都府立洛北⾼校まで郵送または持参） 
 

１３．試合に関してのコロナ対応について 
コロナ対策として、試合時以外でのマスクの着⽤、「密」をさける行動、ソーシャルディスタンスの確保など

「新しい生活様式」に基づく行動を常に心掛けてください。大会にあたって特に注意しなければならないことを
以下に記載しますので、選⼿に厳守させてください。 

① 毎朝の検温、会場でのチェックシートの提出など 
毎朝検温して、発熱や風邪の症状がある場合は自宅で療養してください。なお、太陽か丘や小畑川など
の公営コートでは選⼿全員が何らかの「健康チェックシート」を提出しないと利⽤が認められません。
ＨＰにも掲載するようにしますので、必ず会場に着く前に記入し、各会場でエントリーの際に提出して
ください。なお、「健康チェックシート」は、会場にいる全員が対象ですので、顧問の先生や役員も提出
が必要です。来場時に本部に提出してください。 

②タオルは最低２枚以上、飲み物は各自で（共⽤しない）、消毒グッズや雨具の持参など 
ベンチを使⽤する際は、直接肌に触れないようにタオルを引いて使⽤してください。飲み物も水筒を持
参するなど、飲みまわしなどないよう工夫してください。消毒グッズもある程度準備はしますが、数に
限りがあるので各自で持参してください。特に急な天候不良の際でも「密」を避けるために、屋外待機
になる場合がありますので、必ず雨具を⽤意してください。 

③更衣室の利⽤やクラブハウスの利⽤など 
「密」を避けるために、更衣室やクラブハウスは順番に使⽤するようにしてください。クーラーがある
施設もありますが、基本は屋外待機となります。 

④エントリーや試合結果報告など 
前の人との間隔をとってください。試合進行を示すオーダーオブプレイのカードも選⼿が触らないよう
に運営します。基本は役員によるカードの入れ替えと選⼿の声での報告となります。 

⑤スコアボードの不使⽤、握⼿やハイタッチなど身体接触の禁止、大声での鼓舞の自粛など 
試合時、複数人が触れるスコアボードは使⽤しませんので、はっきりとしたコールをしてプレイをして
ください。また、試合前後の握⼿や特にダブルスなどでのハイタッチ、団体戦での円陣などの身体接触
は禁止します。自分を鼓舞するための大声も自粛してください。 

⑥エンドチェンジの際やダブルスでのパートナーとの打ち合わせ、団体戦の打ち合わせなど 
エンドチェンジの際も距離を保つために、『時計回り』にまわるなど工夫してください。また、ダブルス
でのパートナーとの打ち合わせや団体戦の打ち合わせでも十分な距離をとってください。 

⑦ボールを相⼿に渡すなど 
直接⼿で渡すことなく、ラケットを介するなどして身体接触がないように注意してください。 

⑧試合終了後の⼿洗いなど 
基本は⼿洗い・うがいです。試合終了後はボールやいろいろなものを触っているので、⼿洗い・うがい
を行ってください。 

⑨各自の試合終了後の即時帰宅やミーティングなどの自粛など 
「密」を避けるためにも、試合が終わった後、⻑居をせず、終了した者より帰宅することを原則としま
す。エントリー前の早期来場も同様ですので、控えてください。また、試合終了後の学校単位のミーテ
ィングも自粛してください。 

⑩熱中症対策など 
各自、コロナ対策だけでなく、熱中症対策も忘れないようにしてください。 
 

他にもいろいろな対応を取らなければならないと思います。７月１１日の顧問会議での連絡やドロー冊⼦にも
「コロナ対応」を掲載するようにしますので、⾼体連テニス部だけでなく各校での対応も含めて、選⼿にご指導
をお願いします。 


