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主将主務会議資料 
 

 

 

内容 

 平成 28年度関東学生テニストーナメント大会の反省 

 

 平成 28年度関東学生テニス選手権大会、WC選考大会関連 

大会要項 

新規登録及びエントリーに関して 

費用支払い方法のお知らせ 

 

 平成 28年度関東大学テニスリーグ関連 

 日程に関して 

                下部校抽選会について 

大会関連会議に関して 

        リーグパンフレットに関して 

         



平成 28 年度関東学生テニス選手権大会 開催要項 

 

主催  関東学生テニス連盟 

協賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

後援  関東テニス協会 東京新聞 東京中日スポーツ 

大会期間・会場  予選 平成 28 年 6 月 25 日(土)，26 日(日)，7 月 2 日(土) ，3 日(日),  9 日(土) ，10

日(日) 予備日 16 日(土)，17 日(日)，23 日(土)，24 日(日) 

各大学テニスコート 

本戦 平成 28 年 9 月 14 日(水) ～ 9 月 19 日(月) 予備日 20 日(火) 

秩父ミューズパーク 

使用球  DUNLOP FORT 

本戦ドロー数 MS64 MD32   WS64 WD32 

出場資格 関東学生テニス連盟に登録している全ての選手は出場資格を有するものと致します。 

レフェリー  新谷 悠馬 (早稲田大学 3 年) 

ディレクター  竹ノ内 太郎 (慶應義塾大学 3 年) 

エントリー方法 ネットエントリー方式(大会前に告知) 

予選ドロー   6 月 21 日(火) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表   6 月 23 日(木) 関東学生テニス連盟 HP 上にて  

本戦ドロー抽選  未定      関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表 

 14 日(水) 15 日(木) 16日(金) 17 日(土) 18 日(日) 19 日(月) 

MS 1R 2R 3R QF SF F 

MD  1R 2R QF SF F 

WS 1R 2R 3R QF SF F 

WD  1R 2R QF SF F 

開始時刻 10:00 

 

(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2016｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 



平成 28年度関東学生テニス選手権大会エントリーについて 

 

 平成 28年度関東学生テニス選手権大会（以下、夏関）開催にあたって夏関のエントリー

受付を行います。いずれの手続きも関東学生テニス連盟(以下、当連盟)HP上で行い、「学校

ID」と「パスワード」が必要となります。（その際、ブラウザの「戻る」ボタンは使用しな

いで下さい。）また、学校のネット環境からでは正しく情報が送信できない場合がございま

す。一般のネット環境で手続きをすることを推奨致します。 

 

１．エントリー期間 

エントリー 6月 8日（水）～6月 15日（水） 

 

２．エントリー方法 

上記期間内に「大会エントリー」より手続きを行って下さい。 

＊エントリーで入力する「選手 ID番号」は「学校 ID」とは異なりますので御注意下

さい。また、選手 IDは各選手で異なるので、他人のものを入力しないようお気をつけ

下さい。間違っていた場合エントリーが認められないことがございます。 

＊期間外のエントリーは如何なる場合でも受け付けませんので御注意下さい。 



平成 28年度関東学生テニス選手権大会エントリー費用支払方法 

 

 

１．エントリー費用 

 シングルス：1名 3,500円，ダブルス：1組 3,500円 

 

2．費用振込について 

新システムより、エントリー費用の必要金額をお振り込み下さい。 

振込期日は 6月 15日(水)です。 



平成 28年度関東学生テニス選手権大会本戦WC選考大会 

開催要項 

主催  関東学生テニス連盟 

 

試合日程 平成 28年 5月 28日(土)、29日(日)、6月 4日(土)、5日(日) 

 

会場  各大学テニスコート 

 

使用球  DUNLOP FORT 

 

種目  男女シングルス  

 

男子，女子の各トーナメント優勝者は、平成 28年度 

関東学生テニス選手権大会の本戦ワイルドカードが与えられます。 

 

出場資格 平成 28年度関東学生テニス選手権大会への出場資格を有する選手で、同

年度関東学生テニストーナメント大会 2 次予選出場者は出場資格を有す

るものと致します。但し、昨年度の関東学生テニス選手権大会以降の大会

でシングルスの本戦に出場していない選手のみ出場可能と致します。 

また、原則としてエントリーは 1校 2人までと致します。 

 

レフェリー 新谷 悠馬   (早稲田大学  3年) 

 

ディレクター 竹ノ内 太郎  (慶應義塾大学  3年) 

 

エントリー方法 平成 28年度関東学生テニストーナメント大会終了後、「大会エントリー」

より手続きを行って下さい。 

エントリー期間は 5月 14日(土)～21日(土)です。 

※エントリー費に関しましては別紙を御参照下さい。 

 

注意事項 各大学のコートの提供状況により止むを得ない場合は、エントリー数を減

らす場合がございますので予め御了承下さい。尚、エントリー数が超過し

た場合はエントリーの先着順と致します。また、コートを提供して頂ける

大学の選手のエントリーを優先的に受け付けさせて頂きます。 



平成 28年度関東学生テニス選手権大会本戦 WC選考大会 

エントリー費用支払方法 

 

１、エントリー費用 

１名 3,500円 

 

２、費用振込について 

新システム上で必要金額をお振り込み下さい。振込期日は 5月 21日（土）です。 

 

 



平成 28年度関東学生新進テニス選手権大会本戦WC選考大会 

開催要項 

 

主催      関東学生テニス連盟 

 

試合日程    平成 28年 9月 16日(金)～9月 18日(日) 

 

会場      秩父ミューズパーク 

 

使用球     DUNLOP FORT 

  

種目      男女シングルス 

 

               男子，女子の各トーナメント優勝者は、平成 28年度関東学生新進テニス

選手権大会の本戦ワイルドカードが与えられます。 

 

出場資格    平成 28年度関東学生新進テニス選手権大会への出場資格を有する選手で、 

        同年度関東学生テニス選手権大会、シングルス 2次予選出場者は出場資

格を有する物と致します。但し、昨年度の関東学生新進テニス選手権大

会以降の大会でシングルスの本戦に出場していない選手のみ出場可能と

致します。 

        また、原則としてエントリーは１校２人までと致します。 

 

レフェリー    新谷 悠馬  （早稲田大学 3年） 

 

ディレクター  竹ノ内 太郎  （慶應義塾大学 3年） 

 

エントリー方法  新システム上の【大会エントリー】よりエントリーを行って下さい。 

         エントリー期間は 8月 19日(金)～26日(金)です。 

         ※エントリー費に関しましては別紙を御参照下さい。 

 

注意事項     エントリー数が超過した場合はエントリーの先着順と致します。 

 



平成 28年度関東学生新進テニス選手権大会本戦WC選考大会 

エントリー費用支払方法 

 

1．エントリー費用 

1名 3,500円 

 

 

2．費用振込について 

新システム上より必要金額をお振り込み下さい。振込期日は 8月 26日(金)です。 

 

   

 

 

 

 



 

平成 28 年度関東大学テニスリーグ 

(男子第 70 回・女子第 52 回) 開催要項 

 

主催  関東学生テニス連盟 

 

共催      東京都テニス協会 

 

協賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング  

 

後援  関東テニス協会 毎日新聞社 

 

大会日程 別紙参照 

 

会場  男女 1 部：有明テニスの森公園 A コート（予定）、各大学テニスコート 

男子 2～7 部・女子 2～5 部：各大学テニスコート 

 

使用球  DUNLOP FORT 

 

出場資格 関東学生テニス連盟に登録している全ての選手が出場資格を有するものと致します。 

但し、各個人出場(試合に出ていなくても学校単位での出場扱いになる)を 1 年度につき 1 回ま

でとし、4 年制の大学の場合は最高 4 回まで、医学系学部生，短期大学生の場合はそれぞれ 6，

2 回まで出場可能。転校や再入学をした者については、移籍前の地区でリーグ戦が開催された

場合、移籍後同年度内に関東地区で開催されるリーグ戦の試合に出場不可(移籍前の地区でリー

グ戦が開催されていない場合、移籍後同年度内に関東地区で開催されるリーグ戦の試合に出場

可)と致します。 

9 月入学の学生は 9 月 1 日以降の試合から出場可能です。 

 

レフェリー  廣岡 大地  (日本体育大学 3 年) 

ディレクター  竹ノ内 太郎  (慶應義塾大学 3 年) 

エントリー方法 リーグのエントリーは新システム上にて行なってください。 

 

(注)本大会に関する詳細は｢平成 28 年度関東大学テニスリーグ冊子｣を御参照下さい。 

(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2016｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 



男子第1部 女子第1部 男子第2～6部 女子第2～4部 男子第7部 女子第5部
8月22日 月 ブロック第1戦
8月23日 火 ブロック第1戦
8月24日 水
8月25日 木 ブロック第2戦
8月26日 金 ブロック第2戦
8月27日 土 第1戦 第1戦
8月28日 日 第1戦 ブロック第3戦
8月29日 月 第1戦 ブロック第3戦
8月30日 火 第2戦 第2戦
8月31日 水 第2戦 1R
9月1日 木 第2戦 1R
9月2日 金 第3戦
9月3日 土 第3戦 第3戦 2R
9月4日 日 第3戦 2R
9月5日 月 第4戦
9月6日 火 第4戦 第4戦 準決勝
9月7日 水 第4戦 準決勝
9月8日 木 最終戦

9月9日 金 最終戦 最終戦 決勝

9月10日 土 最終戦 決勝
9月11日 日
9月12日 月
9月13日 火
9月14日 水
9月15日 木
9月16日 金
9月17日 土
9月18日 日
9月19日 月
9月20日 火
9月21日 水
9月22日 木
9月23日 金
9月24日 土
9月25日 日

平成28年度関東大学テニスリーグ日程表

男子入替戦
女子入替戦



各大学主将主務各位 

                                         

関東学生テニス連盟 

                              会 長   栗岡 威 

  幹事長   加藤 義啓 

                            リーグレフェリー 廣岡 大地 

 

平成 28 年度関東大学テニスリーグ男子 7 部・女子 5 部 

ブロック抽選会のお知らせ 

 

拝啓 貴大学硬式庭球部に於かれましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、下記の通り｢関東大学テニスリーグ男子 7 部・女子 5 部ブロック抽選会｣を開催

致しますので、各当該大学の主将・主務の方は時間厳守の上でお越し下さい。 

尚、何らかの理由で当日主将又は主務の方が来られない場合は代理の責任者が参加する

ことも可能です(委任状不要)。 

お一方での参加も可能ですが、1 人でも欠席される場合は事前に関東学生テニス連盟まで

御連絡下さい(確約書不要)。 

敬具 

 

記 

 

対象  関東大学テニスリーグ男子 7 部・女子 5 部校主将及び主務 

 

日時  平成 28 年 6 月 25 日(土) 

男子 9：30  開場  10：00 開始 

女子 12：30 開場  13：00 開始 

 

会場  日本女子体育大学（予定） 

 

 

内容  平成 28 年度関東大学テニスリーグ男子 7 部・女子 5 部の 

予選ブロックリーグ対戦表決定 

 

以上 



リーグ関連講習会・会議の案内 

 

▲ルール・審判講習会 

日時：未定 

会場：日本女子体育大学（予定） 

対象者：全大学リーグ戦に於いてコートレフェリー及び質疑権所有者を務める可能性の

ある者。原則として、各校 1年生 1名以上，2～4年生 2名以上計 3名以上。 

※この講習会に出席しなければコートレフェリー及び質疑権所有者の資格を得ること

ができない。 

 

▲コートレフェリー及び質疑権所有者打ち合わせ会議 

日時：未定 

会場：日本女子体育大学（予定） 

対象者：全大学コートレフェリー及び質疑権所有者(上記ルール・審判講習会に出席し

た者のみが参加可能) 

※テストに合格した者のみが正式にコートレフェリー及び質疑権所有者の資格を得る

ことができる。 

 

詳細は追って HP をご確認ください。 



平成 28 年度 関東大学テニスリーグパンフレットについて 

 

今年も関東大学テニスリーグ開催にあたりまして、大会パンフレットを作成致します。 

 

 後日当連盟ＨＰに掲載いたします関東大学テニスリーグパンフレット関連「メールフォ

ーム」にて必要事項を記入し、6 月 24 日（金）までに送信して頂くようによろしくお願い

致します。 

 

 また、「メールフォーム」にて送信する際に男子・女子 1，2 部の大学はパンフレットに

掲載する部活の集合写真を natuleague2016@gmail.com に大学名と共にデータで添付して

送信して頂くようによろしくお願い致します。 

 

 (注)くれぐれも体育会の品位を損なうような写真やコメントはお控え下さい。当方がパ

ンフレットへ掲載するのに不適切と判断した場合、再度提出して頂くことになります。予

め御了承下さい。 

 


