
【トーナメント委員会】 

２０１９年度 トーナメント委員会 事業計画(案) 
トーナメント委員長 

 谷口親夫  

◎ 2019年度は１４大会を予定しています。 

* 尚、今年度は新潟市庭球場が１０月１５日より全面改修工事に入る予定です。 

  その為コート使用状況が厳しくなっております。（ファイナルリーグ中止予定） 
 

  今年度も主管にあたる団体の方は、従来通りお願いします。 

皆様には、年１～３回のご協力をお願いしたいと思います。 

  使用予定会場 ・・・（市庭球場）（豊栄会場）（白根会場）（西総合スポーツ会場） 

・・・2019年度大会については別紙大会一覧（当番表）をご覧下さい。 

 

◎ 主管について _____ １団体２名まで 主管手当 （１人５００円）支給 

今年度も、Ａ登録者数が１名～９名の団体は年に１回、１０名～２９名の団体には年に２回、３０名以上 

の団体には年３回のお手伝いをお願いしたいと思います。（＊前年度Ａ会員実績） 

但し、前年度主管欠席（一回多くなります）、雨天中止の団体の方は一回多くお願いする場合もあります。 

主管については昨年同様、選手でも交代する人がいればＯＫとします。（常に２名本部に入れる体制） 

今年度も、主管の団体名だけでなく担当者名をドローに表記します。（シューズ着用をお願いします。） 

* 途中早退等、無いようにお願いします。 

 

◎ 試合について 

2019年度は、M・S・Fクラス、初戦（個人戦トーナメント）のみ「１セットマッチ（セミアド・タイブレーク有）」 

以降は 「６先・セミアド」 を基本とします。  （リーグ戦は６先・セミアド） 
 

※試合間は原則１０分間の休憩を基本とします。 

気温（３５度）が高い時はヒートルール（水分補給の為、多少のレストの許可をする）をアナウンスするよう

にします。 
 

※ドロー発表後ケガ及び不幸があった場合には、代わりのメンバーを持って試合に臨むことはできますが、 

  試合結果は初戦負けとなります。 

（相手選手は必ず試合を行って下さい。行わない場合は両方棄権とします。） 
 

* 雨天等で途中中止になった場合、初戦が終了していない選手のみ全額返金、試合を行った選手は現金

の返金はしません。（賞品はベスト４まで出揃わなった場合、次大会に持ち越す） 

尚、勝ち残っている選手には、シングルスは１人、ダブルスは２人に対してNewボール(又はセットボール)２球

を渡します。(団体戦の場合は１チームに６球)  
                                                              

* A会員の大会（個人戦・団体戦）におけるカードの提出を徹底します。  

会員証を紛失している場合は必ず事務局で【再発行】手続きをして下さい。 

再発行・所属変更等手続きを申請後 また昇級された方は、カードを事務局または大会会場(江口)で受け取ってください。 

 

◎ 服装について 

原則、テニスウエアを着用して下さい。（メーカー協賛大会のＴシャツはＯＫ）  

詳細はルールブックを参照して下さい。 
 

日焼け防止用グッズ  ✖フェイスマスク ✖マフラータオル、 基本的に顔が分かる物  
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[２０１９年度の取り扱い] 

◎ 大会参加資格  

新潟市スポーツ振興課主催の大会（春・秋市民体育祭の６試合）は、在住・在勤の人（パート・アルバイト

を含む）を対象に行ないます。 

体育祭以外の市民戦は、従来どおり 協会加盟団体でＡ登録されている方のみ 参加できます。 

注） 新潟市テニス協会Ａ登録に加盟していない方は、県主催大会、オープン大会、ＮＯＰ対象大会及び 

全国大会などに参加することは出来ません。 
 

◎ カメラ及びビデオ撮影をする場合は、必ず本部に申し出て頂きます。 

相手の許可が得られた場合のみ撮影を認めます。本部に申し出た場合、本部役員より相手の方に意思

確認をします。 
 

◎ 昇級について 

ＮＣＴポイント規定に基づいて昇級していただきます。 

※昇級者は、次大会の出場クラスから昇級後のクラスでの出場となります。 

（ドロー発表後、締切り後の大会は、昇級前のクラスになります。） 
 

◎ ＮＣＴポイントについて 

  毎年現在のポイントから大会ごとに差し替えられます。 

  新年度へNCTポイントを継続するためには、期限内にA会員継続手続きが必要となります。 

  シードについては、現在のポイントを参考にドローを作成します。 

＊ ２人トータルポイントの高い方、同点の場合どちらか上位にいる方。 

  大会試合結果の際、選手本人が、大会本部（Ｍベスト３、ＳＦベスト８）に必ず ＩＤ番号と名前 を記載し

てください。 

  今年度は、「新潟オープンシングル・ダブルス(一般の部)」 にNCTポイントを採用します。（別紙参照） 

 

◎ 降級について  _____（希望者）有料 

      マスターズクラス・・・２回初戦負け   サテライトクラス・・・３回初戦負け 

       * 団体責任者が判断して、事務局に申請しトーナメント委員会で審査し認められた場合のみ降級

が認められる。 

シニアの年齢に達した場合、ワンランク降級できます（希望者のみ） 

 

◎ 学生参加クラス_____（大学生・専門学生）高校から社会人で参加する方 

  マスターズ・・・・・・・高校生県大会出場者（個人戦） 

  サテライト・・・・・・・・高校生経験者 

  フューチャーズ・・・・大学から始める方 

 

◎ ルール・マナーの改善 

  ルールは毎年変更になっています。 

よって、ルールブックを購入して大会に臨んでいただきたいと思います。 

不明な点がありましたら大会レフリー又は事務局までお問い合わせ下さい。 

  主管担当の変更については、各自で交替の交渉をして下さい。 

（変更した場合、事務局にお知らせ下さい。） 

  雨天の場合、あくまで現地確認（問合せ不可）でお願いします。 

大会ディレクターは、１～２時間ぐらいで対応出来るように努力していきたいと思います。 

  大会当日の個人のゴミについては、必ず各自で持ち帰るようにお願いします。 



大会参加者の皆様へ 

 

新潟市テニス協会 

 

大会における「中断・中止等」の判断基準（目安） 

 

注） 

大会における中止・中断等の判断は大会レフリーが行います。 

選手は、会場において大会本部の決定に従わなければなりません。 

自己の判断で会場に行かず「棄権」となった場合、大会が開催された時は、参加料は 徴収され

ますのであしからずご了承下さい。 

ただし、当該種目が中止された場合はこの限りではありません。 

（中止された種目では「棄権扱い」はありません） 

 

  雨天(悪天候)時の対応 

  原則的に雨天でも使用が可能な限り、大会は開催します。 

ただし、「雷及び水が浮く」など危険な状況となった場合「中断もしくは中止」と致し

ます。それまで、選手は試合を続行しなければなりません。 

 

（2019 年度より変更） 

  参加料について 

試合を行っていない選手・初戦が途中の選手   ・・・・・・・・・・・・・・・・  全額返金 

初戦が終わった選手  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全額返金なし 

勝ち残っている選手 ・・・・・・・・・・・・・・・・   New ボール(又はセットボール) ２球／１ S・D  

       ※団体戦 の場合も同等の扱いとする 

        試合を行っていないﾁｰﾑ・ﾁｰﾑの初戦(ダブルス３組)が途中の場合 ・・・ 全額返金 

初戦(リーグ戦)が終わったチーム  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  全額返金なし 

勝ち残っているチーム ・・・・・・・・・・・・・・  New ボール(又はセットボール) ６球／１チーム   

 

  賞品について 

       試合進行状況がベスト４まで出揃った場合は、レフリーの判断で賞品をお渡しします。

ただし、ベスト４まで出揃っていない場合は、次回大会へ持越しとします。 

 

     



＜2019年度計画＞

１、2019年ポイント対象試合は、マスターズ１０試合、サテライト１0試合、フューチャーズ１１試合

新潟市オープン（一般の部） の シングルス、ダブルス　となります。

ランキング表は、大会終了後５日以内にホームページに発表します。

２、大会ドローは、申し込み締め切り後、ドロー作成前の最新NCTポイントで作成します。

３、問い合わせのあった質問を、NCTポイントQ＆Aに加えていきます。

＜2019年度取り扱い事項＞

１、本年度最終NCTポイントを次年度に継続するためには、

次年度登録更新手続きの期日(次年度加盟更新手続きの締切日)までに、「A会員更新手続き」を行ってください。

※NCTポイントの登録期限は１年間ですが、登録期日を過ぎてからの 再登録については、

　　前年度保有のNCTポイントは無効(0ポイント)となります。 (12/19付にて　HP掲載・メルマガにて周知)

※2019年度からの適用となります。　期限を　2019年３月３１日必着 と致します。

２、新潟市オープン　シングルス、ダブルス（一般の部）が、NCTポイント対象試合となります。

新潟市テニス協会A会員 全クラス(M.S.F)が対象となります。

参加ポイント10ポイント(参加者全員に付与)、と 勝利数×10ポイント　が付与されます。

３、NCTポイント配点表に、新しく 「NCT６０ ・２０」 が追加されました。

４、NCTポイントは、同名大会(同種目)が終了したら差し替えられます。

・2019/7/27サマートーナメントと2018/6/17スプリングトーナメントは同名大会扱いとさせて頂きます。

・2019/9/28.29リーグトーナメントは前年より約２か月遅い実施となります。 ※庭球場全面改修工事のため

新潟市オープンは新規NCTポイント対象大会になりますので、全クラス対象にポイントがプラスされます。

雨で大会が中止の場合、前年度同様ゼロポイントで書き換えになります。

　2018年度

　2019年度

２０１９年度　NCTポイントランキング　計画と取り扱い(案)
トーナメント副委員長 

　白井浩昭 

18年1回 18年2回 18年3回 18年4回 18年5回 18年6回 18年7回 18年8回 18年9回 18年10回 18年11回

2018/5/3 2018/5/6 2018/5/20 2018/6/17 2018/7/15 2018/7/22 2018/9/1 2018/9/7 2018/9/17 2018/9/29 2018/10/7

春体育祭Ⅱ 春季フューチャーズ 春体育祭Ⅲ スプリン グﾄｰﾅﾒﾝﾄ リーグトナメント 市民選手権Ⅰ 市民選手権Ⅱ 市民選手権Ⅲ 秋体育祭Ⅰ 秋体育祭Ⅱ 秋体育祭Ⅲ

D D S S D S D D D S D

19年1回 19年2回 19年3回 新規 19年4回 19年5回 19年6回 19年7回 新規 19年8回 19年9回 19年10回 19年11回

2019/5/2 2019/5/6 2019/5/19 2019/6/15.16 2019/7/6 2019/7/20 2019/7/27 2019/8/18 2019/8/24.25 2019/9/8 2019/9/16 2019/9/28 2019/10/14

春体育祭Ⅱ 春季フューチャーズ 春体育祭Ⅲ 新潟市オープンS 市民選手権Ⅰ 市民選手権Ⅱ サマートーナメント 市民選手権Ⅲ 新潟市オープンD 秋体育祭Ⅰ 秋体育祭Ⅱ リーグトナメント 秋体育祭Ⅲ

S D D S S D S D D D S D D

【トーナメント委員会】



①　新潟市テニス協会/新潟市・（公財）新潟市スポーツ協会　主催大会

試合形式

ポイントランク NCT150 NCT120 NCT90 NCT60 NCT20

参加者数 ３２ 以上 ３１～２４ ２３～１７ １６～８ ７～４

１位 150 120 90 60 20

２位 75 60 45 30 0

３位 30 20 15 0 0

４位 ― 15 10 0 0

ベスト８ 10 5 0 0 0

３位決定戦 無し 有り 有り 有り 有り

◆試合は参加者数３名から開催しますが、３名でリーグ戦の場合、全クラスポイントはつかない

◆１５０ポイント以上で昇級（サテライト、フューチャーズ）

◆マスターズは、ポイントランクに関係なく３位（３決有り）までにポイントを付与する

新　規

②　新潟市オープン（一般男・女）シングルス・ダブルス　大会

◆新潟市テニス協会Ａ会員全クラス（Ｍ.Ｓ.Ｆ）が対象

◆試合形式は問わない（トーナメント・ラウンドロビン）

①　新潟市テニス協会/新潟市・（公財）新潟市スポーツ協会　主催大会

試合形式

ポイントランク NCT150 NCT120 NCT90 NCT60 NCT20

参加者数 ３２ 以上 ３１～２４ ２３～１７ １６～８ ７～４

決勝進出者
（規定ポイントの50％）

75 60 45 30 10

ベスト４進出者
（規定ポイントの25％）

38 30 23 8 0

ベスト8進出者
（規定ポイントの10％）

15 12 0 0 0

新　規

②　新潟市オープン（一般男・女）シングルス・ダブルス　大会

ポイント付与対象者は、大会会場にて本部に個人ＩＤ番号を報告してください。
※報告がない時はポイントが加算されません。

大会終了５日以内に、最新のランキング表をホームページに掲載いたします。 

（参加ポイント10Ｐ）＋（完了した試合の勝利数×10Ｐ）

NCTポイント配点表

トーナメント

（参加ポイント10Ｐ）＋（勝利数×10Ｐ）

途中打ち切り時NCTポイント配点表

トーナメント

2019年版


