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1. 派遣対象大会 

 

府中市庭球連盟が派遣する対象大会について記す。 

 

1.1. 派遣対象大会と概要 

 

派遣対象大会の概要について記す。 

期日、場所については、会場等の都合により変更される場合がある。 

 

1.1.1. 東京都市町村テニス選手権大会（個人戦） 

 

主催  ：東京都市町村テニス協会 

期日  ：2 月第 1 週の日曜日 

場所  ：昭和の森テニスセンター 

種目  ：男子単、男子複、女子単、女子複、壮年男子複 

  備考  ：32 ドローのトーナメント、 重複出場は不可 

申込日 ：前年度 12月 

 

1.1.2. 東京都チャンピオンシップ（個人戦） 

 

主催  ：東京都テニス協会 

期日  ：4 月第 1 週の日曜日 

場所  ：有明テニスの森 

種目  ：男子単、男子複、女子単、女子複 

備考  ：16 ドローのトーナメント、重複出場は不可 

申込日 ：2月 
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1.1.3. 市町村対抗女子テニス大会（女子団体戦、 通称：桜トーナメント） 

 

主催  ：東京都市町村テニス協会 

期日  ：4 月第 1 火曜日 

場所  ：昭和の森テニスセンター 

種目  ：団体戦（女子複 5） 

備考  ：市町村対抗によるリーグ戦後、上位チーム決勝トーナメント 

申込日 ：2月 

 

1.1.4. 都民体育大会（男女別団体戦） 

 

主催  ：東京都テニス協会 

期日  ：5 月第 3 週の日曜日及び第 4 週の土曜・日曜日 

場所  ：有明テニスの森 

種目  ：男女別団体戦（複 2、単 1） 

備考  ：23 区及び東京都市町村対抗トーナメント 

申込日 ：3月（ドロー会議：4月） 

 

 

1.1.5. 市町村対抗庭球大会（男女混合団体戦、 通称：太田杯） 

 

主催  ：東京都市町村テニス協会 

期日  ：7 月最終日曜日 

場所  ：昭和の森テニスセンター 

種目  ：団体戦（男子複 3、女子複 2、混合複 1、壮年複 1） 

備考  ：1 部・2 部に分かれた市町村対抗トーナメント 

申込日 ：6月 
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1.2. 出場資格者 

 

対象大会の出場資格は以下の通りである。（各募集要項より要約） 

 

1.2.1. 東京都市町村テニス選手権大会（個人戦） 

 

◼ 前年度の当大会優勝者及び準優勝者。 

◼ 上記以外は市より 1 位・2 位指名と 全種目計 2 組(名）までエントリーできる。 

（エントリー枠 32 を超えた場合 2 位指名は抽選） 

◼ 在住者および在勤者で、前年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に開催された市町村大会（連

盟又は協会が主管又は主催した大会）における優勝者又はそれに準ずる者。 

◼ 学生は除く。 

◼ 男子壮年は開催年 12 月 31日以前に満 45 歳以上の者。 

 

1.2.2. 東京都チャンピオンシップ（個人戦） 

 

◼ 東京都 23 区テニス協会または、東京都市町村テニス協会の推薦するもの。 

 

東京都市町村テニス協会推薦 

◼ 今年度の東京都市町村テニス選手権大会(壮年を除く) ベスト 8 の者。 

 

1.2.3. 市町村対抗女子テニス大会（女子団体戦、 通称：桜トーナメント） 

 

◼ 各市町村庭球連盟（協会）の推薦する選手で構成されたチームに登録されている者。 

◼ 在住者。 

◼ 学生は除く。 

 

1.2.4. 都民体育大会（男女別団体戦） 

 

◼ 各市町村庭球連盟（協会）の推薦する選手で構成されたチームに登録されている者。 

◼ 在住者または 在勤者で東京都在住者。 

◼ 体育会所属の学生は除く。（同好会所属の学生は可） 

◼ 過去 10 年 全日本選手権 一般本戦出場者は除く。 
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1.2.5. 市町村対抗庭球大会（男女混合団体戦、 通称：太田杯） 

 

◼ 各市町村庭球連盟（協会）の推薦する選手で構成されたチームに登録されている者。 

◼ 在住者。 

◼ 学生は除く。 

◼ 壮年は開催年 12 月 31 日以前に満 50 歳以上の者で性別は問わない。 
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2. 選手選考基準 

 

2.1. 選手選考対象者 

 

選手選考対象者は、府中市庭球連盟に加盟している者とする。 

 

2.2. 選手選考方法 

 

・各大会への選手選考は、前述 1.2 出場資格者の資格を満たし、かつ以下の選考順位で

選考されるものとする。 

・ダブルスの場合は、基本的にペアとして選考するものとする。 

 

2.2.1. 東京都市町村テニス選手権（個人戦） 

 

種目毎に市民大会の該当種目より選考する。 

順位 1：前年度の春季大会・秋季大会・市民大会の優勝者または準優勝者 

順位 2：連盟公表のランキングポイント 1 位より 8 位まで 順次選考 

順位 3：競技技術委員会の推薦者 

 

2.2.2. 東京都チャンピオンシップ（個人戦） 

 

順位 1：2.2.2 東京都チャンピオンシップの出場資格者 
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2.2.3. 市町村対抗女子テニス大会（女子団体戦、 通称：桜トーナメント） 

 

一般女子ダブルス種目より選考する。 

順位 1：前年度の春季・秋季・市民大会の優勝者または準優勝者 

順位 2：競技技術委員会の推薦者 

 

2.2.4. 都民体育大会（男女別団体戦） 

 

一般男女別シングルス・ダブルス種目より選考する。 

順位 1：前年度の春季・秋季・市民大会の優勝者 

順位 2：連盟公表のランキングポイント 1 位より順次選考 

順位 3：競技技術委員会の推薦者 

 

2.2.5. 市町村対抗庭球大会（男女混合団体戦、 通称：太田杯） 

 

－男女別ダブルス枠の選考－ 

一般男女別ダブルス種目より選考する。 

順位 1：前年度の秋季・市民大会・今年度の春季大会の優勝者 

順位 2：連盟公表のランキングポイント 1 位より順次選考 

順位 3：競技技術委員会の推薦者 

 

－壮年ダブルス枠の選考－ 

順位 1：シニアダブルス種目において 

前年度の秋季・市民大会・今年度の春季市民大会 ベスト 4 

順位 2：シニアシングルス種目において 

前年度の市民大会・今年度の春季市民大会 ベスト 4 

順位 3：連盟公表のランキングポイント 1 位より順次選考 

順位 4：競技技術委員会の推薦者 

 

－混合ダブルス枠の選考－ 

順位 1：競技技術委員会の推薦者 
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3. 派遣運用基準 

 

派遣運用での基準を以下に記す。 

 

3.1. 監督 

 

団体戦における当日の監督業務を、出場選手に合意の上、任命することができる。 

 

3.2. 結果報告 

 

選考基準が遵守されていることの報告を兼ねて、試合結果および出場選手を公開する。 

 

3.3. 交通費 

 

交通費は、試合会場毎に交通手段を問わず一律 4000 円/日とする。 

 

3.4. 慶弔金・見舞金 

 

怪我・事故等による慶弔金・見舞金については、府中市庭球連盟規約に準ずる。 

 

3.5. 打ち上げ等の補助 

 

試合後の打ち上げ等による補助は、選手間の平等を原則として行わない。 

上位入賞等によるものは府中市庭球連盟 顕彰規定に準ずる。 
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4. 他委員会への協力要請 

 

4.1. 定期大会（春季・秋季・冬季）委員会への協力要請 

 

◼ ランキングポイントを最新の状態に保つ為、定期大会の終了後、結果を速やかに台帳

委員会へ報告することを要請する。 

 

4.2. 台帳委員会への協力要請 

 

◼ 定期大会終了後、速やかにランキングポイントの公開作業を要請する。 

◼ 選手選考に伴う、連盟会員の申請には適宜応じることを要請する。 

 


