
S.T.A.R. SUMMER OPEN TORNAMENT 2016 の詳細 

大学テニス同好会連盟 S.T.A.R.                            

 

 

 

S.T.A.R. SUMMER OPEN TOURNAMENTについて 

 

１．大会日程 

男子シングルス A 予選  ：8 月 16 日（火），25 日（木），26 日（金） 

男子シングルス B 予選  ：8 月 18 日（木），25 日（木），29 日（月） 

男子ダブルス A 予選   ：8 月 18 日（木），26 日（金），29 日（月） 

男子ダブルス B 予選   ：8 月 16 日（火），19 日（金） 

男子ダブルス C 予選   ：8 月 19 日（金） 

女子ダブルス A 予選   ：8 月 19 日（木），26 日（金） 

女子ダブルス B 予選   ：8 月 16 日（火），25 日（木） 

女子ダブルス C 予選   ：8 月 18 日（木） 

MIX ダブルス A 予選   ：8 月 19 日（金）、8 月 30 日（火） 

MIX ダブルス B 予選   ：8 月 26 日（金）、8 月 30 日（火） 

 

予選予備日         ：8 月 31 日（水），9 月 2 日（金） 

 

男子シングルス B 本戦 

男子ダブルス C 本戦 

女子ダブルス C 本戦   ：9 月 5 日（月） 

MIX ダブルス A 本戦 

 

男子シングルス A 本戦 

男子ダブルス B 本戦    ：9 月 6 日（火） 

女子ダブルス B 本戦 

 

男子ダブルス A 本戦     

女子ダブルス A 本戦   ：9 月 7 日（水） 

MIX ダブルス B 本戦    

 

本戦予備日        ：9 月 15 日（木）、9 月 16 日（金） 



２．大会会場：コ・ス・パ神崎川テニスクラブ 

 

３．今年の夏の大会について 

夏の大会につきましては、外シードエントリーと女子ダブルスのエントリー時間を 09:30

～10：00 とします。また、夏の大会において変更点などが生じた場合はこちらから連絡

させていただきます。 

  

４．エントリーについて 

エントリー用紙の記入について、試合の希望日は､第二希望まで必ず記入していただき

ます。第二希望まで記入がない場合、希望通りにいかない場合があります。また、雨天

中止時や、エントリー数と当日の試合進行上、その日の内に出来なかった試合は予備

日に順延いたします。予め御了承下さい。 

      エントリー用紙・団体担当者登録用紙・エントリー代金振込み用紙(コピー可)の提出期限

については、６月２４日（金）必着厳守としますので、下記に記載されている通り、S.T.A.R.

会長平野までご返送のほどよろしくお願いします。 

 

５．仮ドローについて 

     仮ドローは S.T.A.R.のホームページ上にてご確認頂けますので、エントリー用紙・エント

リー代金振込み用紙とともにご返送ください。仮ドローをホームページにアップ後(７月中

旬予定です)、担当者の方の携帯メールアドレスに「仮ドローアップ」ご案内メールを送り

ます。仮ドロー確認は、パソコンにて下記アドレスにアクセスして行ってください。携帯電

話からのアクセスはできませんのでご了承ください。また、担当者の交代があった場合

はご連絡ください。 

http://star10-11.jimdo.com/ 

 

６．エントリー代について 

    男子シングルス（A・Bランク）    ：￥３０００円 

    男子ダブルス（A・B・Cランク）     ：￥４０００円（１ペア） 

    女子ダブルス（A・B・Cランク）     ：￥４０００円（１ペア） 

    Mixダブルス（A・Bランク）     ：￥４０００円（１ペア） 

 

    エントリー代金の締め切りについては、 ６月２４日（金）厳守とします。 

 



７．振込先、送付先について 

エントリー用紙・エントリー代金振込用紙 返送先                                          

〒615-0014 

京都府京都市右京区西院巽町４－２  

ホームズさいいん４０１  米虫 秀行 

 

エントリー代金振込み先      

三菱東京 UFJ 銀行 奈良支店 普通預金 No. 0040171 

大学テニス同好会連盟 S.T.A.R. 会計 高山三佳 

   

※ 振込みの際、依頼人は必ず、サークル名で振込みをお願いいたします。 

 

エントリー用紙記入の注意 

 

１．エントリー用紙は見やすい字で、はっきりと記入して下さい。 

 

２．名前の読み仮名も記入して下さい。 

 

３．実績についてですが、過去２年間の S.T.A.R.、その他の連盟の大会で、予選ベスト８以上の成

績をおさめられた方、オール大学に選出された方は必ず実績として記入して下さい。また実績

の欄には 

                      １、大会が行われた年度（例：２０１０年） 

２、大会名（例：S.T.A.R. VIP CUP） 

３、成績（例：予選ベスト４、本戦準優勝、オール○○大学） 

の３点を明記する様お願い致します。 

 

４．順番は各サークル内の実績、実力順で記入してください。 

 

５．希望日は第二希望まで必ず記入してください。第一希望を“○”で囲み、第二希望を“△”で囲

んでチェックしてください。特に希望日がない方は希望日を囲まずに、“☆”（星印）を枠内に分かり

やすく書いてください。 

 



６．重複エントリー欄については、必ず各サークルの方でチェックの程よろしくお願いします。種目

ごとにエントリー用紙が異なるので、種目別にエントリー用紙に記入してください。 

“重複エントリー”欄は、エントリー用紙の下に書いてある注意書きに従って “○”印を付けて下さ

い。A ランク・B ランク・C ランク重複出場される選手は同日に試合はできないので注意してくださ

い。 

 

 

大会についての注意事項 

   

１．エントリー時間について  

   エントリーは更衣を済ませてから行う様にしてください。更衣室は 8:30からあいています。

エントリー時間は 8：30 から 9：00（シードの方は 09：30 から 10：00）となっています。9：

00 を過ぎてエントリーがなければデフォとさせて頂きます。その際に、エントリー時間に

間に合わないため、友人にエントリーを済ませてもらうなどの不正行為は禁止します。 

   また、悪天候、その他の理由により、試合があるかわからない場合も、エントリー時間に

コートに集合してください。電話による問い合わせには一切応じません。 

 

２.デフォについて 

・ 公共交通機関の遅れ以外の理由で、エントリー時間に間に合わなかった場合 

（公共交通機関の遅れの場合、必ず遅延届けを持って来て下さい。） 

   ・試合コール後５分経ってもコートに現れず、その後一度呼び出しをかけて、更に         

    ５分経っても現れない場合 

   以上の場合についてはデフォとさせて頂きます。早く来ている方々の迷惑に 

   なるため、遅刻はない様お願いいたします。 

 

３.コート外でのボレーボレーについて 

   コート外でのボレーボレー、及びボールを使った練習は禁止します。駐車場、コート外で

のボールを使った練習によって、車に当てたときのトラブル、器物破損については

S.T.A.R.としては一切の責任を負いませんので気を付けて下さい。また、神崎川テニス

クラブ内にあるオートテニスのご利用もご遠慮ください。他の一般のお客様の迷惑ともな

りますので見つけ次第、厳しく注意し、コート外での練習同様、あまりにひどい場合は出

場停止などの厳しい処置をとらせて頂きます。 

 

４.試合前の練習について 

   試合前の練習については、大会ごとに本部より指示を出しますので、その指示に従うよ

うにしてください。試合前のラリーは禁止ですので注意してください。 



 

５.負け審判について 

試合に負けた場合、原則として次の試合の審判をしていただきます。そのため試合が終

わったからと言って、すぐに帰らない様よろしくお願いします。何か急用があってどうして

も出来ない人は、本部に連絡してから同じサークルの人に代理をしてもらうなどの対策

をしてもらえれば許可します。第１試合目はセルフジャッジでお願いします。 

 

６．不正について 

      偽名での試合出場、ランク詐称、１試合目と２試合目との選手の入れ替わりなど      

も禁止します。不正については厳しくチェックいたします。以上の様な不正が見られた

選手、及び団体には、こちらから 1年間出場停止などの厳しい処置をとらせていただき

ますので十分注意して下さい。 

 

７．ダブルエントリーについて 

同じ日におけるAラン・Bラン・Cランのダブルエントリー、または、シングルス・ダブルス

でのダブルエントリーは禁止とします。試合進行が遅れる原因となるのでドロー作成時

にチェックしますが、各サークルの方でも代表者の方がエントリー表提出時にチェックの

ほどよろしくお願いいたします。 

 

８．神崎川テニスクラブの利用について 

      全コートの利用についてですが、テニスクラブのクラブハウス内、特にフロント前で密集

をしないで下さい。一般の方の通路確保のためよろしくお願いします。また、クラブハウ

ス横に設置されているテラスや、通路に設置されているベンチに荷物や食べ物を広げ

たまま長時間放置しないで下さい。一般の方の迷惑やテニスクラブの方の迷惑となりま

すのでよろしくお願いします。ゴミの処理につきましては、本部に設置されているゴミ袋、

または設置されているゴミ箱のほうにきちんと捨てるようよろしくお願いします。 

 

９・敗者くじについて 

本部に敗者くじを用意しております。初戦に負けた人はこの敗者くじを引いて下さい。す

てきな賞品を御用意しています。 

 

１０．ランク規定について 

他の大会とランク規定が違いますので注意してください。 

小学校，中学校，高校の時に、テニススクールやクラブ活動で硬式テニスを経験した者、

及び、大学からサークルやテニススクールを含め硬式テニスを始めた者でも、留学・留

年などの事情による大学在籍 5 年目以上の者、または院生の者は A ランク選手としま



す。Bランク選手とは、大学からサークルやテニススクールを含め硬式テニスを始めた 1

～4 回生までの大学在籍 4 年目以内の者とします。C ランク選手とは B ランクのなかで

も軟式テニス経験をもない者とします。 

 

１１．応援について 

応援において、過剰応援、主審・副審の邪魔、横のコートの選手の邪魔にならないという

ような点に十分注意してください。応援の人数は試合中の両チームともにネット際各サ

イド 4 人までと制限させていただきます。また、試合中における１ポイントごとのアドバイ

スについては試合進行を妨げるほか、相手選手の迷惑となるのでコートチェンジの際の

みとし、チェンジコートの休憩時間は 3分間のみとします。 

 

 

以上、夏の大会が成功しますよう皆様のご協力をお願い致します。 

不明点等ございましたら下記までご連絡下さい。 

 

 

 連盟委員長 米虫 秀行（立命トリトン） 

携帯 080-5365-3650 

s.t.a.r.10th.tennis@gmail.com 

 

 


