
静岡県駿東伊豆テニス協会 

第19回クラブ対抗戦リーグ申込方法       2020.2.15制定  

 

                              駿 東 伊 豆 テ ニ ス 協 会               

                              クラブ対抗リーグ実行委員会 

 

１． 申込方法 

１） 選手登録は、当協会・新システムから登録願います。 

※ 新システムについては、以下のＵＲＬから アクセス願います。 

ＵＲＬ ： https://sunzta.com/league  

登録方法は 「６．登録方法」にて登録願います。 

 

２） 参加費は、ドロー会議の際に納入願います。 

領収書は、参加費と引き換えにお渡しします。 

なお、当日、欠席するチームは実行委員会からお知らせする指定口座に４月末日までに 

振り込み願います。 

 

２． 申込締切 

１) 令和２年３月７日（土）必着 

 

３． 参加料 

１） 初回参加料 

  ７，０００円／チーム（高体連４，０００円） 

２） ２回目以降参加料    

各部（リーグ）   ３，０００円／チーム 

 

４． 送付先・問い合わせ先 

問い合わせは、メールで受け付けます。ＨＰからアクセスしてください。 

 

５． ドロー会議 

 １）と き  令和２年３月２１日（土）（ルール勉強会後） 

   ところ  三島市民体育館２階大会議室 

 

 

 

【（必須）登録前の注意点】 

登録時に 当システムから発行されるメールが正しく届くよう 

以下の ドメイン名（メールアドレスの ＠の後ろの部分） 例：docomo.ne.jp 

からのメールが届くように設定願います。 

sunzta.com 

 
 



６． 登録方法 

１） ブラウザ （例：インターネットエクスプローラーなど）を起動します。 

２） 「リーグ戦」https://sunzta.com/league へ移動します。 

 
３） 「チーム登録申請」を選択します。 

登録画面が表示されます。 

  



４） 必要事項を全て記入し、「確認」ボタンを押下します。 

各項目の説明は以下のとおりです。 

【入力方法サンプル】 

登録先大会（固定）： 

  第１９回静岡県駿東伊豆テニス協会クラブ対抗リーグ戦 

チーム名：チーム名を入力してください。 

（例）駿東伊豆テニスチームA 

代表者名：チーム代表者の氏名を記載してください。 

姓と名の間に 1文字空白を入れてください。 

代表者メールアドレス： 

  チーム代表者との連絡を取ることができる メールアドレス 

  を記載願います。 

代表者電話番号：チーム代表者との連絡を取ることができる 電話番号を記載願います。 

登録選手1～10： チームに所属する選手の名前を記載願います。4～10名。 

姓と名の間に 1文字空白を入れてください。 

3名以下の場合は 登録することができません。 

 

  

“必須” および選手４までは 登録してください。 

選手登録もなるべく多く登録願います。 



５） 「確認」を押下すると、以下の画面が表示されますので、内容に誤りがないか 

   確認願います。 

①  内容に誤りがなければ  「申請」を押下してください。 

②  内容に誤りがあれば、  「入力に戻る」を押下して、 

   このマニュアルの  ステップ ４） に戻り、申請内容を修正願います。 

修正が完了しましたら、再度「確認」を押下し、内容を再確認の上、 

誤りがなければ 「申請」を押下してください。 

 
６）  申請終了です。 

 （次ページへ） 

  

② ① 



＊＊＊ エントリー作業後の対応 ＊＊＊ 

 

 

７）  登録した代表者に登録“申請”完了メールが届きます。 

 

メール件名： 

 大会登録申請（控え）｜駿東伊豆テニス協会 

 

８）  登録が承認された場合、登録“承認”完了メールが届きます。 

 

メール件名： 

 大会申請が承認されました｜駿東伊豆テニス協会 

 

 リーグ戦 結果報告等を行うことのできる 

  ログインＩＤ 

  パスワード 

 および 

  リーグ管理システムＵＲＬ 

 が記載されております。必ず保存してください。 

 

９）  これで登録完了です。 

 

 

エントリー締め切り ３／７（土）後、直ちに新リーグを作成します。 

 

 

以上です。 

登録、お疲れ様でした。 
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                              駿 東 伊 豆 テ ニ ス 協 会              
                              クラブ対抗リーグ実行委員会              
１．リーグ時期 
 ２０２０年４月～２０２０年１２月 
２．会場 
 各チーム（社）コート 
３．リーグ戦の方式（※前年度とチーム数が同数の場合） 
１） 男子 プレミアリーグ 

R E Dゾーン１・２・３・４・５部～ 
     BLUEゾーン１・２・３・４・５部～   ５チームのラウンドロビン 

女子 １・２・３・４・５・６部～     ５チームのラウンドロビン 
※申込みのチーム数によって、４又は６チームで構成される場合があります。 

４．部の決定  
 プレミア、RED、BLUE各ゾーンは、別紙のとおりとする。 
※欠チームが出てしまった場合は、順位を繰上げる。 
※リーグ戦期間途中に何らかの事情でチーム数が減少した場合に、その年の入替えについてはリー

グ実行委員会において協議し決定する。 
５．参加料 
１）初回参加料 
  ７，０００円／チーム（高体連４，０００円） 
２）２回目以降参加料 

各部（リーグ）     ３，０００円／チーム 
６．選手登録 
１） 男子、女子ともに４人以上１０名までとする。 
２） ６月末日までは、選手の変更及び追加ができるものとする。 
３） リーグ期間を通しての登録選手の変更及び追加（前項の場合は除く）は基本的に認めない。 
４） 申込－承認後の、同一クラブの異なるチーム間でのメンバー変更は認めない。 

（例）三島－Ａ → 三島－Ｂ への変更。 
５） 各部の不参加チームは、その部の最下位チームとする。（次年度より適用）但し、当協会を脱

退した場合又は、部内のチーム数が削減した場合はこの限りでない。 
７．罰則等 

規定された期間内に試合を消化できなかった場合は、両チームから事情を聴取し、原因である 
と判断されたチームは、結果確定後に無条件で二つ下部のリーグの最下位に降格するものとす

る。両チームの責任であると判断された場合は、両チームが上記のとおり降格するものとする。 
 対戦結果表には、前述の場合は５－０及び０－５と記載し、後述の場合は両チームとも０－

５と記載する。 
   上記の理由で降格するチームがある場合は、従前の二つ下部のチームは上部の降格するチー 
  ムの数だけ昇格するものとする。 
８．申込締切  令和２年３月７日（土）まで 
９．申込先   静岡県駿東伊豆テニス協会 
１０．申込方法 別紙、申込要領による。（厳守してください） 
１１．その他 
１） 大会運営は、別紙「大会実施要項」による。 
２） 大会中のけが等については、駿東伊豆テニス協会として責任を負いかねますので、応急処置等

は各団体にてお願いします。また、スポーツ保険等への加入については各自・各団体に一任し

ます。 
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駿 東 伊 豆 テ ニ ス 協 会               
                               クラブ対抗リーグ実行委員会              
１．参加資格 
１）対抗リーグの参加資格は、男女共に、駿東伊豆テニス協会加盟の団体でありその団体に登録し

ている者とする。 
２）団体名以外の名称での参加はできない。但し１団体につき複数チームの参加の場合は団体名の 
 後にA・B・C．．．をつけての参加とする。 
３）単独でチーム編成できない場合に限り、他チームとの混成チームを編成することができる。但 
 し、申込時に実行委員会に届け出て許可を得るものとする。 
 
２．各コートでの試合消化方法 
１）使用コートの選択権 
  クラブ対抗リーグ日程及び試合順序で定めるが、協議の上変更することを可能とする。 
２）試合日程の決定方法 
  指定された期間において、両チームの代表者が協議し、原則として（土）・（日）・（祝）に設定 
 した日時に行うものとする。但し、上位大会（各県選手権・県クラブ対抗・東海選手権・全日本 
 選手権・国体・東海以上の実業団リーグ及び当協会主催大会）に登録者が出場又は関係してチー   
ム編成ができないと認められた場合は、調整すること。 

３）未消化時の失格 
  天候等の正当な理由がなく、指定の期日までに試合が行われなかった場合は、双方又は、片方 
 を不戦敗にする。また、その場合は、二つ下の部に降格するものとする。 
４）試合結果の報告 
  試合結果の報告は、ＨＰから勝利したチームの代表が報告すること。 
５）試合日程の問い合わせ義務 
 ①当該試合のコート選択権のないチームが、問い合わせの義務を負う。 
②待機しているチーム、あるいは次の選択権を持っているチームが、あらかじめ早めに日程を当 
該チームに掲示しておくことは、親切であり好ましいことである。 
③コートの選択権を持っているチームが、選択権を放棄しようとする時は、速やかに相手チーム 
に連絡すること。 

 ④当協会のＨＰの掲示板に掲載するので確認すること。 
６）各チームコートのレフリー権限 
  各チームコートで行う試合の当日に限り、コート提供チームの代表にレフリー権限を与える。

ただし、試合の実施方法等を変更する場合は、相手チームの同意を得ること。 
７）コート使用料の負担 
  ビジターチームにコート使用料負担の必要が発生した場合は、原則として下記のように扱う。 
 ①相手チームに事前に連絡をとる。 
 ②コート料の負担の了解が得られた場合、コート料は折半とする。 
③コート料の負担が、試合ボール代を超える場合に、相手チームからフランチャイズ権の要求が 
あった場合には相手チームにフランチャイズ権を譲ること。この場合には、フランチャイズチー 
ムとビジターチームの立場が変更になる。 
④第三者のコートを使用する場合には、試合で発生したコート使用料等は折半とし、レフリーは 
フランチャイズチームの代表が担当する。 
 

３．試合 
１） クラブ対抗リーグ   
   男子：２ダブルス＆３シングルス（計５ポイント） 



   女子：２ダブルス＆１シングルス（計３ポイント） 
２） 出場 
  登録選手は、男子、女子ともに１０名までとし、単複に各１回重複出場できる。 
３） ゲーム               

１セットマッチを原則とするが、両チーム話し合いのもと、レフリーの判断で８ゲームに変更

することができる（いずれもタイブレーク方式）。８ゲームにした場合の結果報告は、日程及

び試合順序の記載のとおり、１セットマッチでの試合結果として報告すること。 
 
４．試合の順序 
１） 試合進行は、基本として次の順序で行うが、両チーム話し合いのもと、レフリーの判断で順序

を入れ替えることができる。 
   男子 ： Ｄ２．Ｄ１．Ｓ３．Ｓ２．Ｓ１ 
   女子 ： Ｄ２．Ｄ１．Ｓ１ 
２） 男子のシングルスは、登録順序順位に関係なく出場することができる。 
３） ダブルスの組み合わせは、登録の順位及びペアに関係なく、入替えや組替えができる。 
４） オーダー交換は、ダブルスとシングルスとは別々に行うものとする。但し、両チームの代表者 
 の協議により同時にオーダー交換を行うことも可能とする。 
 
５．使用球 
１） ダンロップフォートイエローを標準とするが、両チームが合意したボールであればメーカーは

問わない。フォート以外のボールを使用する場合は事前に相手チームに合意を得ること。 
２） ビジターチームの負担とする。 

 
６．試合上の注意 
１）本大会はＪＴＡルールの「セルフ・ジャッジ」又は「Solo Chair Umpire」を採用します。 
２）試合開始１５分前にコート権チーム指定コートに到着を届けること。 
３）試合に際しては、最終的に男子、女子ともに４名以上の選手がそろっていること。 
４）日程の調整が困難な時は、試合を分けて実施することは可能である。 
５）ウォームアップは５分以内とする。 
６）ウェアーは、次の基準に合っていれば、白である必要はない。 
 ①用具メーカーの商標がＪＴＡルールに合致している。 
②企業名・イニシャル・ロゴ等当該チームを表現するものならば、大きさ・色・場所などは規 
 制しない。 

７）コーチングは、エンド交代の時のみとする。その他、ゲーム中は認められない。 
８）チームの社旗、応援旗などはプレーの邪魔にならない範囲で、掲揚してもよい。 

９） チームへの応援は、マナー・節度を守れば試合全体を活気付けるので、おおいに実施したい。 

10）ベンチコーチ等試合中のコート内への立ち入りは、チームの代表者及び登録選手のみとする。 
 
７．大会実施要項の改廃 
  本「大会実施要項」は、静岡県駿東伊豆テニス協会クラブ対抗リーグ実行委員会によって改廃

する。 
 
言葉の説明 
「フランチャイズチーム」 
   ・コートを準備する（コートの使用料の負担）。 
   ・レフリーを行うチーム。 
「ビジターチーム」 

・ 試合球を用意するチーム。 
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                         2020.2.15制定 

                               

駿 東 伊 豆 テ ニ ス 協 会               
                               クラブ対抗リーグ実行委員会              
 
１． 試合順序（男女共通）※○数字はコート選択権がある。 

男子、女子ともにシステムの対戦表に表示されるとおりとする。 
       
２．試合日程 ※この節を基本とするが、実施可能な対戦は適宜実施してもかまわない。 

第１節  ４月 ～  ８月の間 
第２節  ５月 ～  ９月の間 
第３節  ６月 ～ １０月の間 
第４節  ７月 ～ １１月の間 
第５節  ８月 ～ １２月の間 

※４人以上選手がいる場合は積極的に試合を行うようにする。 
 
３．試合順序 
１） 原則として、男子は、Ｄ２、Ｄ１、Ｓ３、Ｓ２、Ｓ１とし、女子は、Ｄ２、Ｄ１、Ｓ１とする。 
 但し、両チームの代表者の協議により試合順序を適宜変更できるものとする。 
２）男子のシングルスは、登録順序順位に関係なく出場することができる。 
３）ダブルスの組み合わせは、登録の順位及びペアに関係なく入替えや組替えができる。 
４）男子５ポイント、女子３ポイントは必ず消化すること。（順位決定の資料となる。） 
５）オーダー交換は、ダブルスとシングルスとは別々に行うものとする。但し、両チームの代表者 
 の協議により同時にオーダー交換を行うことも可能とする。 
 
４．試合結果の報告 
試合結果は、次のとおり報告すること。 
１）ＨＰからの報告のみとし、スコアを勝者の代表者が入力する。 
２） タイブレークはゲームスコアのみ「７－６」とし、タイブレークのポイントスコアは報告しな

くてよい。 
３）８ゲームで実施した場合は、８－０は６－０、８－１は６－１、８－２、８－３は６－２、８

－４、８－５は６－３、８－６は６－４、９－７は７－５、９－８は７－６として１セットに直

して報告する。 
 
５．順位の決定方法 
１）勝率の高いチーム 
２）２チームが同率の場合は、直接対戦結果の勝者 
３）３チームが同率の場合は、 
  ① 総勝利試合数の多いチームが上位 

② ①が同じ場合、全試合での取得ゲーム率が高いチームが上位 
（取得ゲーム率＝取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数） 

※１ 失格、棄権の場合は６－０（不戦）と付記する。 
※２ 途中棄権の場合は、マッチが完成するようにゲーム数を加算する。 
※３ 試合未消化の引き分けは認めない。 
※４ ここに記載されていない競技実施上のルールは、別紙「大会実施要項」による。 
※５ その他不明な事項については、「ＪＴＡ公式トーナメント競技関連規則」による。 


	1-20 クラブ対抗戦申込方法
	2-20 リーグ戦要項
	3-20 実施要項
	4-20 日程及び試合順序

