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各種大会の参加上の条件並びに注意事項

１、 本書をもって、各大会の案内としますから、期日に遅れないよう申込みをして下さい。

   尚、期日に遅れたものは、いかなる理由があっても一切受付けしません。

２、 各大会共必ず所定の申し込み用紙で申し込みをして下さい。電話または口答での申込みは受付ません。

３、 学校の団体については、必ず責任教諭名で申込みをして下さい。

４、 連盟主催の大会に参加する場合は必ず会員登録をして下さい。

　　＊中学生は中体連に登録した者で会員登録していることが望ましい。(会員登録をしていないと、傷害保険の対象外になります。)

　　＊団体戦でベンチにて監督、コーチを行う場合は会員登録者以外は認めません。

５、  申し込みの際は、参加選手をよく把握して、試合当日の選手の変更は出来るだけ避けるようにして下さい。

６、 オープン参加は、いかなる理由があっても認めません。

７、  選手の変更については、大会受付終了時までに、所定の選手変更届を提出し、競技委員長の許可を得て下さい。

    シングルスについては、選手の変更は認めません。選手変更の扱いについては巻末を参照して下さい。

８、  参加料は当日払い込んで下さい。（市長杯、会長杯、団体オープンは申込時）リタイヤした場合もいただきます。

９、 原則として、いずれの種別も申込み数が団体戦は２チーム未満、ダブルスは２ペア未満、シングルスは２名未満の場合

       その種別は中止します。

    尚、参加数によっては種別を統合して実施する場合があります。（事前に連絡します）

10、開会式の開始時間は、各大会要項の時間欄です。

11、受付は開会式開始時間の１０分前までに完了して下さい。

12、開会式には、参加者全員参加して下さい。閉会式には入賞者は必ず参加して下さい。

13、審判は、各大会共選手の相互審判でお願いします。

14、参加者は、出来る限り審判資格を取得して下さい。(資格者はワッペンの着用をお願いします)

15、使用球は白色を原則とするが、黄色を使用する場合があります。

16、ユニフォームは(公財)日本ソフトテニス連盟の着用基準に従って着用して下さい。

    　小学生、中学生、高校生は学校規定の体操服の着用を認めます。

17、靴は、(公財)日本ソフトテニス連盟が公認したメーカーのテニスシューズを使用して下さい。

18、ラケットは、(公財)日本ソフトテニス連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

19、競技はすべて(公財)日本ソフトテニス連盟「ソフトテニスハンドブック」で実施します。

20、磯野杯備前オープン団体対抗大会およびルーセント杯備前市高等学校インドア大会については、別途要項を送付します。

21、競技・審判規則に違反した場合は失格とし、次年度の大会（違反した大会）の参加を認めません。

22、選手は(公財)日本ソフトテニス連盟規定のゼッケンを必ず着用して下さい。

　　　　ゼッケン等を着用しない場合は、失格とします。(外国選手等は対象外）

23、施設使用上の注意

　　　・各自出したゴミは持ち帰って下さい。

　　　・駐車場に制限がありますので、なるべく乗り合わせてお越し下さい。

　　　・公共施設での、ペットの連れ込みは禁止されておりますのでご遠慮下さい。（介護犬、盲導犬は除く）

2４、問い合わせ先

    備前市ソフトテニス連盟

    競技委員長                        　　　　　　　　　　　　        事務局

    後　藤　浩　一                   　　　　　　　　　  　　　       牛　房　信　夫

 （自宅）０８６９－６２－１９５９         　　　　　　  （自宅）０８６９－６２－２２６３

 （携帯）０９０－７１２９－５４１１       　　　　　    （携帯）０９０－２００５－０７３９

     ＊大会結果および組み合わせ表、入賞者写真等は、各種機関に報告いたしますので、ご了承願います。
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月 日 曜 月 日 曜

第２８回備前市シングルス大会 ５ １５ 日 ９：００ 日生運動公園 ４ ２９ 金 ＫＥＮＫＯ

第４６回備前市夏季大会 ６ １９ 日 ９：００ 備前テニスセンター ６ ３ 金 ＫＥＮＫＯ
（シニア・成年・一般）
アカエム

第２６回備前市長杯大会 ７ １７ 日 ９：００ 備前テニスセンター ７ １ 金 アカエム

第２１回会長杯備前ジュニア大会 ８ ２７ 土 ９：００ 備前テニスセンター ８ １２ 金 アカエム

ルーセント杯　第４５回備前市秋季大会 １０ ２ 日 ９：００ 備前テニスセンター ９ １６ 金 アカエム

1
5 １１ １３ 日 ９：００ 備前テニスセンター １０ ２８ 金 ＫＥＮＫＯ

第１５回備前市小学生親善大会 １１ １３ 日 ９：００ 備前テニスセンター １０ ２８ 金 ＫＥＮＫＯ

ルーセント杯　 １２ １７ 土 ９：００ 備前市民体育館 １２ ７ 水 アカエム 要項は別途連絡

第８回備前市高等学校インドア大会 １２ １８ 日 ９：００

アカエム杯　第２１回備前市小学生インドア大会 １ ７ 土 ９：００ 備前市民体育館 １２ ２３ 金 アカエム

第１５回備前市インドア大会（一般） １ ８ 日 ９：００ 備前市民体育館 １２ ２３ 金 ＫＥＮＫＯ

第２７回備前市中学生インドア大会 １ １４ 土 ９：００ 備前市民体育館 １２ ２９ 水 ＫＥＮＫＯ

３ ２６ 日 ９：００ 備前テニスセンター ３ １０ 金 アカエム 要項は別途発送

令和４年度大会日程　　

大　　会　　名
期　　日

時　刻 会　　場
締切日

使用球 備　　考

第１５回磯野杯備前オープン団体対抗大会

ナガセケンコー杯第１２回東備地域中学生新人強化大会



日時 ５月１５日（日）午前９時  日時  ６月１９日（日） 午前９時

会場 日生運動公園テニスコート 会場    備前テニスセンター  （南コート）

種別  ・一般男子       年齢制限しない（高校生以上、中学生の希望者） 種別  ・一般男子       年齢制限しない（高校生以上、中学生は各校４ペア以内）

 ・成年男子       令和４年４月１日現在  満３５才以上  ・成年男子       令和４年４月１日現在  満３５才以上

 ・シニア男子     令和４年４月１日現在  満４５才以上  ・シニア男子     令和４年４月１日現在  満４５才以上

 ・一般女子       年齢制限しない（高校生以上、中学生の希望者）  ・一般女子       年齢制限しない（高校生以上、中学生は各校４ペア以内）

 ・成年女子       令和４年４月１日現在  満３５才以上  ・成年女子       令和４年４月１日現在  満３５才以上

・中学生男子  ・小学生男子高学年　　　　５、６年生

・中学生女子  ・小学生男子中学年　　　　４年生以下

 ・小学生男子高学年　　　　５、６年生  ・小学生女子高学年　　　　５、６年生

 ・小学生男子中学年　　　　４年生以下  ・小学生女子中学年　　　　４年生以下

 ・小学生女子高学年　　　　５、６年生

 ・小学生女子中学年　　　　４年生以下            ＊一人 一種別に限る

使用球   （一般・成年・シニア）　　アカエム　　　　　　 （　小　学　生　）　ＫＥＮＫＯ

           ＊一人 一種別に限る 参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。

使用球 ＫＥＮＫＯ ・主催者推薦の者。

参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。 ・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区)

・主催者推薦の者。 申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること

1
6 ・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区)  ・申込期日   ６月３日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）

申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること  ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１

 ・申込期日    ４月２９日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）                      牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )

 ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　

                     牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp ) 参加料 一般・高校生は、１ペア   ２，０００円　（小学生・中学生は、１ペア　１，５００円）   

                    TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　 その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

参加料 一般・高校生は、１名   ２，０００円  　（小学生・中学生は、１名　　１，５００円）   補償 制度の範囲にて対応します。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。 ・参加ペア数により種別を統合して実施する場合があります。（事前に連絡します）

・選手の変更は認めません。 ・小学生で５年生以上の者と４年生以下の者がペアを組む場合は高学年に

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害 　　出場すること。

   補償制度の範囲にて対応します。 ・小学生高学年の上位２ペアおよび小学生中学年の優勝ペアは１月８日（日）に

　開催する「第１５回備前市インドア大会(一般)」の出場資格を与える。

１．  第２８回備前市シングルス大会 ２．  第４６回備前市夏季大会



日時 ７月１７日（日）午前９時  日時    ８月２７日（土）  午前９時

会場    備前テニスセンター  （南コート） 会場    備前テニスセンター  （北コート）

種別  ・一般男子      　　年齢制限しない（高校生以上および中学生の希望者） 種別   ・中学生男子

 ・成年男子           令和４年４月１日現在  満３５才以上   ・中学生女子

 ・シニア男子４５    令和４年４月１日現在   満４５才以上  ・小学生男子高学年　　　　５、６年生

 ・シニア男子６０    令和４年４月１日現在   満６０才以上（女性は、満４５歳以上）  ・小学生男子中学年　　　　４年生以下

 ・シニア男子７０    令和４年４月１日現在   満７０才以上（女性は、満５５歳以上）  ・小学生女子高学年　　　　５、６年生

 ・一般女子   　　   年齢制限しない（高校生以上および中学生の希望者）  ・小学生女子中学年　　　　４年生以下

 ・成年女子           令和４年４月１日現在  満３５才以上 使用球   アカエム

・中学生男子 参加資格  ・参加者は(公財)日本ソフトテニス連盟に会員登録した者

・中学生女子 （中学生は中体連に登録した者で会員登録することが望ましい）

 ・小学生男子高学年　　　　５、６年生 　 ・中学生の部は、備前東ブロックおよび兵庫県西播地区（赤穂、相生、上郡）の

 ・小学生男子中学年　　　　４年生以下  　各学校のソフトテニス部 に在籍した者。

 ・小学生女子高学年　　　　５、６年生 　 ・小学生の部は、岡山県内および兵庫県西播地区

 ・小学生女子中学年　　　　４年生以下 （赤穂、相生、上郡、たつの地区）の各団体に所属している者。

         ＊一人 一種別に限る 　 ・備前市連盟に個人登録している者。

         ＊備前市以外の中学生は各校男女各５ペア以内とする。 　 ・主催者推薦の者。

使用球  アカエム　　　　　 申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上、参加料を添えて申込みをすること

1
7 参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。  ・申込期日    ８月１２日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）

・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区)  ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１

・主催者推薦の者。                      牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )

申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上、参加料を添えて申込みをすること                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　

 ・申込期日    ７月１日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと） ・参加料振込の場合

 ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１ 　　　銀行名　　　　中国銀行　　　三石支店　　　

                     牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp ) 　　　口座番号　　　普通預金　　　１１３６２８１　　

                    TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　 　　　口座名義　　　備前市ソフトテニス連盟　　　事務局長　　　牛房信夫

・参加料振込の場合 　　　　　　　　　　　　（ﾋﾞｾﾞﾝｼｿﾌﾄﾃﾆｽﾚﾝﾒｲ    ｼﾞﾑｷｮｸﾁｮｳ    ｺﾞﾎﾞｳﾉﾌﾞｵ）

　　　銀行名　　　　中国銀行　　　三石支店　　　 参加料 １ペア   ２，０００円   

　　　口座番号　　　普通預金　　　１１３６２８１　　 その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

　　　口座名義　　　備前市ソフトテニス連盟　　　事務局長　　　牛房信夫 ・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

　　　　　　　　　　　　（ﾋﾞｾﾞﾝｼｿﾌﾄﾃﾆｽﾚﾝﾒｲ    ｼﾞﾑｷｮｸﾁｮｳ    ｺﾞﾎﾞｳﾉﾌﾞｵ）   補償 制度の範囲にて対応します。

参加料 １ペア   ２，０００円   ・必ず参加料を添えて申込願います。（参加料無き場合は受付しません）

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。 ・参加料はリタイアおよび雨天中止の場合も返金しませんので、ご了承願います。

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害 ・小学生で５年生以上の者と４年生以下の者がペアを組む場合は高学年に

  補償 制度の範囲にて対応します。 　　出場すること。

・必ず参加料を添えて申込願います。（参加料無き場合は受付しません）

・参加料はリタイアおよび雨天中止の場合も返金しませんので、ご了承願います。

３． 第２６回備前市長杯大会 ４．第２１回 会長杯備前ジュニア大会



日時    １０月２日（日）  午前９時 日時    １１月１３日（日）  午前９時

会場    備前テニスセンター  （南コート） 会場    備前テニスセンター  （南コート）

種別  ・一般男子      　　 年齢制限しない（高校生以上および中学生の希望者） 種別 ・３年生以下個人戦

 ・成年男子      　　  令和４年４月１日現在  満３５才以上 ・４年生個人戦

 ・シニア男子４５     令和４年４月１日現在   満４５才以上 ・５年生個人戦

 ・シニア男子６０     令和４年４月１日現在   満６０才以上（女性は、満４５歳以上） ・６年生個人戦

 ・シニア男子７０     令和４年４月１日現在   満７０才以上（女性は、満５５歳以上）

 ・一般女子   　　    年齢制限しない（高校生以上および中学生の希望者） ・５、６年生団体戦　(４年生以下の出場も可)

 ・成年女子       　　 令和４年４月１日現在  満３５才以上 ・４年生以下団体戦　

・中学生男子

・中学生女子 ＊男女の区別はありません。

 ・小学生男子高学年　　　　５、６年生 ＊団体戦は個人戦終了後に行います。

 ・小学生男子中学年　　　　４年生以下 試合方法 ・団体戦は監督１名、選手４～８名でチームを編成する。

 ・小学生女子高学年　　　　５、６年生 ・３ペアによる点採り法で行う。　　対戦の都度オーダーを変えてよい。

 ・小学生女子中学年　　　　４年生以下 ・団体より複数のチームの出場を認めるが、監督の兼任、選手の交流は認めない。

・混成チーム等を認める。

           ＊一人 一種別に限る ・個人戦を優先して行うので、時間等の都合で団体戦を中止する場合があります。

使用球  アカエム　　　　　 使用球 ＫＥＮＫＯ

参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。 参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。

1
8 ・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区) ・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区)

・主催者推薦の者。 ・主催者推薦の者。

申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること 申込方法  ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること

 ・申込期日   ９月１６日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）  ・申込期日    １０月２８日（金） 必着のこと （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）

 ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１  ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１

                     牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )                      牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )

                    TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　

参加料 一般・高校生は、１ペア   ２，０００円　（小学生・中学生は、１ペア　１，５００円）   参加料 １ペア   １，５００円 　　(団体戦は無料)  

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。 その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害 ・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

   補償制度の範囲にて対応します。   補償 制度の範囲にて対応します。

・参加ペア数により種別を統合して実施する場合があります。（事前に連絡します） ・学年の異なる者がペアを組む場合は上の学年に出場すること。

・小学生で５年生以上の者と４年生以下の者がペアを組む場合は高学年に

　　出場すること。

・小学生高学年の上位２ペアおよび小学生中学年の優勝ペアは１月８日（日）に

　開催する「第１５回備前市インドア大会(一般)」の出場資格を与える。

５．ルーセント杯　第４５回備前市秋季大会 ６．第１４回備前市小学生親善大会



日時 １１月１３日（日）午前９時  日時 １月７日（土）午前９時  

会場    備前テニスセンター  （北コート） 会場 備前市民体育館

種別 ・男　　子 種別  ・小学生男子高学年　　　　５、６年生

・女　　子  ・小学生男子中学年　　　　４年生以下

使用球 ＫＥＮＫＯ  ・小学生女子高学年　　　　５、６年生

参加資格 ・備前市、赤磐市、瀬戸内市、和気郡の中学校のソフトテニス部に在籍した１，２年生  ・小学生女子中学年　　　　４年生以下

・令和４年度岡山県秋季大会の個人戦に出場した者および 使用球   アカエム

　過去において県大会（総体を含む）でベスト１６以上に入った者は参加できない。 参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。

・参加者は中体連に登録した者であること。 ・主催者推薦の者。

・主催者推薦の者。 ・近隣地区の各組織所属団体。(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの地区)

申込方法 ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること 申込方法 ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること

・申込期日   １０月２８日（金） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと） ・申込期日     １２月２３日（金） 必着のこと （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）

・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１ ・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１

                     牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )                      牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )

                    TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　

参加料 １ペア   １，５００円   

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

参加料 １ペア   １，５００円   ・体育館用のテニスシューズ(学校規定の体育館シューズ可)を必ず準備してください。

1
9 その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。 ・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害   補償 制度の範囲にて対応します。

  補償 制度の範囲にて対応します。 ・学年の異なる者がペアを組む場合は上の学年に出場すること。

・ペアは同一校で編成しなくてもよい。 ・近隣地区の団体(兵庫県赤穂、相生、上郡、たつの)については各種別

　４ペア以内に制限します。

７．ナガセケンコー杯　第１２回東備地域中学生新人強化大会 ８．アカエム杯　第２１回備前市小学生インドア大会



日時 １月８日（日）午前９時  日時 １月１４日（土）午前９時  

会場 備前市民体育館 会場 備前市民体育館

種別  ・一般男子       年齢制限しない(高校生以上、中学生は各校４ペア以内） 種別 ・男　　子

 ・成年男子       令和４年４月１日現在  満３５才以上 ・女　　子

 ・シニア男子     令和４年４月１日現在  満４５才以上 使用球 ＫＥＮＫＯ

 ・一般女子       年齢制限しない(高校生以上、中学生は各校４ペア以内） 参加資格 ・県連盟備前支部管轄内の中学校のソフトテニス部に在籍した者。

 ・成年女子       令和４年４月１日現在  満３５才以上 ・参加者は中体連に登録した者であること。

・主催者推薦の者。

＊一般の部に全日本小学生選手権大会出場者および夏季、秋季大会で 申込方法 ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること

出場資格を得た、小学生の参加を認める ・申込期日      １２月２９日（木） 必着のこと   （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと）

・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１

    ＊一人 一種別に限る                      牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp )

使用球 ＫＥＮＫＯ                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　

参加資格 ・備前市ソフトテニス連盟に登録した者。

・主催者推薦の者。

申込方法 ・所定の用紙に必要事項を明記の上申込みをすること

・申込期日     １２月２３日（金） 必着のこと （ＦＡＸの場合は、午後８時必着のこと） 参加料 １ペア   １，５００円   

・ 申込先     〒７０５－０１３１ 備前市野谷６４－１ その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

                     牛　房　信　夫　　（Ｅメール　yoshi-0238@cosmos.ocn.ne.jp ) ・体育館用のテニスシューズ(学校規定の体育館シューズ可)を必ず準備してください。

2
0                     TEL・FAX（０８６９）６２－２２６３(非通知不可）　 ・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

   補償制度の範囲にて対応します。

参加料 一般・高校生は、１ペア   ２，０００円　（小学生・中学生は、１ペア　１，５００円）   

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・体育館用のテニスシューズ(学校規定の体育館シューズ可)を必ず準備してください。

・大会中の事故については、主催者は(公財)日本ソフトテニス連盟登録会員傷害

  補償 制度の範囲にて対応します。

９．第１５回備前市インドア大会 １０．第２７回備前市中学生インドア大会



番　組　編　成　方　針

備前市ソフトテニス連盟主催（主管）の番組編成に当たっては次の方針によって行う。

１、シードは、前年度の成績によって４または８本まで行う。（１６本まで行う場合もある）

２、同一ペアを優先し、ペアを変更した場合は一つ下のシードにて考慮する。

３、中学生及び高校生は、中体連及び高体連の大会の成績においてシードする場合がある。

４、小学生は県連主催大会等の成績においてシードする場合がある。

５、同一所属については、分散に出来る限り考慮する。

選手変更についての取り扱い

１、個人戦（ダブルス）おける選手変更が認められる条件は下記の通りとする。

ただし、シングルスはいかなる理由があっても認めない。

組み合わせ決定後の選手変更は原則として認めないが、次の場合に限り変更を認める場合がある。

ア　開会日（開会式）前に予め理由を付し、所属長の承認を得て変更届の提出があって許可された場合。

イ　申込各ペアの何れか1人ずつ支障のある場合において１ペアをリタイアとし、もう片方のペアに

    ２人が組んで出場することができる。

　　ただし、この場合何れかのペアに配置するかは競技委員長が決定する。

ウ　ペアの２人共出場しない場合は変更は認められない。

２、団体戦においては開会日（開会式）前に予め理由を付し変更届が提出された場合に限り認められる。

３、変更届の用紙は別紙の様式によって認められる。
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