
第2回障がい者立位テニス西日本大会
the 2nd Adaptive Stand -up Tennis West Japan Tournament

日程：2022 年 6月 12日（日）

会場：コープこうべ共同学苑テニススクール

一般社団法人　日本障がい者立位テニス協会
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日程：2022（令和 4）年 6月 12 日（日）　雨天中止

会場：コープこうべ共同学苑テニススクール（屋外オムニコート 2面使用）

主催：一般社団法人日本障がい者立位テニス協会・西日本大会実行委員会

協賛：ヨネックス株式会社・株式会社キモニー

参加資格：身体障害者手帳を保有し、肢体に障がいがある方（四肢いづれかの切断、欠損
　　　　　片麻痺、四肢麻痺、先天性の奇形）。全国どの地域からでも参加可能（海外から
　　　　　も参加可能）

大会グレード： JASTA ポイント　1,000pt

競技種目：シングルス（男女の区別はありません）

カテゴリー：A1・A

[ カテゴリー分け説明 ]

A1：（障がいレベル）上肢障がい、下肢障がい、軽度全身の運動機能障がい

　　（障がい例）片上肢が切断もしくは機能障がい、片下腿が切断もしくは機能障がい、
　　　　　　　片麻痺があるが走る事ができる、これらに相当するもの
A：（障がいレベル）　両上肢障がい、下肢障がい、軽度全身の運動機能障がい

　　（障がい例）両上肢が切断もしくは機能障がい、片上肢および片下腿が切断もしくは
　　　　　　　機能障がい、両下腿が切断若しくは機能障がい、片大腿切断、片麻痺があるが
　　　　　　　少しは知る事ができる、これらに相当するもの
大会使用球：ヨネックス　ツアープラチナム

参加費：3,000 円（JASTA  PLAYERS  CLUB 会員）
　　　　5,000 円（一般）

表彰：各カテゴリー、優勝と準優勝を表彰

＜開催概要＞

673-0592　兵庫県三木市志染町青山 7丁目 1-4

アクセス =神戸電鉄粟生線「緑ヶ丘駅」下車→神姫バス「青山５丁目」下車→徒歩 15 分

　　　　　車で来場の場合は山陽三木自動車道　三木東インターより 5分

　　　　　（会場には無料駐車場がございます）

実行委員長　柴谷健

実行委員　　柴谷玲子

出場選手のうち、JASTA PLAYERS CLUB 会員にはは戦績により JASTA ポイントが付与され、

JASTA 国内ランキングに反映されます



＜競技規定＞
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試合方法

注意事項

・最新の JTA ルールに準じます

・カテゴリー A1

全試合 6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）による総当たり戦で順位を決定します。

・カテゴリー A

6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）によるトーナメント戦です。

初戦敗退者によるコンソレーションマッチも 6ゲーム先取（ノーアドバンテージ）。

・全試合、セルフジャッジとします。トラブルが起こった場合は原則として選手同士で

　解決して下さい。フェアプレーをお願い致します。

・試合の出来る服装で大会当日 8：50 までに受付を済ませて下さい。受付時間を過ぎた

　場合は棄権となります。

・試合は大会本部前にオーダーオブプレイ（進行表）を掲出し、これに従って進行します。

　各自確認して下さい。試合開始時刻までに来られなかった場合は棄権となります。

・ウォームアップは全試合、4本のサーブ（デュースサイド、アドサイド各 2本）

　のみとします。

・試合前の準備体操も各自で行って下さい。試合の後もストレッチをするなど、怪我防止を

　心掛けて下さい。

・インプレー中に他のコートからボールが転がってきた場合などには、両選手は「レット」

　をかける事が出来ます。「レット」がコールされたポイントはファーストサーブからやり

　直しとなります。

・ボールパーソンは付きません。

・大会開催時間内については、主催者側で損害保険に加入しますが、試合中に発生した

　事故に関しての治療費は原則として選手自身でご負担下さい。

・昼食の時間は特に設けませんので、各自試合の合間に取るようにして下さい。

・大会の記録として主催者が写真と動画を撮影致します。大会報告書や JASTA のウェブサイト

　SNS などにそれらを広報として使用する事をご承諾下さい。ご承諾頂けない方は受付にお

　申し出下さい。

2者間で勝ち数が同じ場合=直接対決の勝者が上位

3者間で勝ち数が同じ場合=ゲーム取得率が高い方が上位

（ゲーム取得率=総取得ゲーム数÷総ゲーム数）

※　順位が既に決定している人は除外して当事者間のみで計算

※　試合進行の状況によって、コンソレーションは途中で打ち切りとなる場合があります



選手受付開始
・非接触検温と手指消毒
・大会受付：参加費の支払い
　　　　　　JASTA PLAYERS  CLUB  入会希望者は入会手続きと入会金と
　　　　　　年会費の納入
　　　　　　プログラムと参加記念品を受け取る

＜スケジュール＞

4

8：00 スタッフ集合　会場設営

※設営には選手の皆さまもご協力ください

時　間 内　容

8：30

8：50 受付終了

9：00 競技方法説明、第１試合呼び出し、集合写真撮影

9：30

17：00

試合開始（早められれば早めたい）

16：45 頃 全試合終了予定・成績集計（本部）

17：00 までにコート整備、バナー撤収を終了

コートの外で各カテゴリー優勝と準優勝の表彰、閉会挨拶

会場撤収
参加選手、関係者のみなさま、積極的にご協力お願いします

選手のみなさまへお願い

試合はオーダーオブプレイをもとに進行します。常にご確認下さい。
トイレなどでコートを離れる時、戻った時は必ず本部に声をかけて下さい。
呼び出しがあった時に不在ですと、棄権とみなされる場合があります。

・本部より呼び出しがあった選手は本部前に集合
　ボールとスコアカードを受け取る
・本部の指示（開始時間、コートNo）に従って試合を行う
　連続で試合が組まれている場合がありますので、適切なインターバルを設けて
　試合を進行します
・試合終了後、両者確認の上でスコアを記入
・ボールとスコアカードを本部に持ち帰る



＜ドロー（対戦表）＞
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Category A1 Draw 5 名による総当たり戦・全試合ノーアドバンテージ 6ゲーム先取

高野健一

今　英人

服部雄一

村山巧弥

高野健一 今　英人 佐藤聡一郎 服部雄一 村山巧弥 勝敗 取得
ゲーム数

直接
対決 順位

佐藤聡一郎

Category A Draw 8 名によるトーナメント戦・全試合ノーアドバンテージ 6ゲーム先取

A-5 の敗者

A-3 の敗者

A-4 の敗者

A-1 の敗者

A-2 の敗者

A-6 の敗者

3 位決定戦

（1）

（5）

（6）

（2）

（4）

※名前の後に数字が記してあるのはシード選手です

　JASTA RANKING の順位をもとに決定しています
岸　俊介

波田野裕介

柴谷　健

大久保諭

浅井政浩

神崎　進

杉浦寛章

池村大一郎

Consolation Draw
全試合：ノーアドバンテージ 6ゲーム先取

（3）

（7）

A-1

A-5

A-6

A-8

A-7

A-9

A-10

A-11

A-2

A-3

A-4



＜オーダーオブプレイ（進行表）＞
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第 1 試合

第 2試合

第 3試合

第 4試合

第 5試合

第 6試合

第 7試合

第 8試合

第 9試合

第 10 試合

第 11 試合

コート A コート B

進行状況によって変更する場合があります
大会本部前のオーダーオブプレイをご確認ください

高野健一　VS　今　英人A1 岸　俊介　VS　池村大一郎A

神崎　進　VS　波田野裕介A今　英人　VS　村山巧弥

服部雄一　VS　村山巧弥

A1

杉浦寛章　VS　柴谷　健A

大久保諭　VS　浅井政浩A

A-1 勝　VS　A-2 勝A

A-1 負　VS　A-2 負A

A-3 負　VS　A-4 負A

A-5 勝　VS　A-6 勝（決勝）A

A-5 負　VS　A-6 負（3位決定）A

A-9 勝　VS　A- 勝 10 勝（コンソレ決勝）A

A-3 勝　VS　A-4 勝A

A1

高野健一　VS　服部雄一A1

服部雄一　VS　今　英人A1

高野健一　VS　村山巧弥A1

A1

佐藤聡一郎　VS　服部雄一

佐藤聡一郎　VS　高野健一

A1 佐藤聡一郎　VS　今　英人

A1 佐藤聡一郎　VS　村山巧弥

A1



＜本大会における当日の感染症対策＞
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1.　以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせて頂きます

　・体調が良くない（例：発熱、咳、喉の痛みなど）

　・同居家族や身近な知人に現在新型コロナ感染が疑われる方がいる

　・過去 14 日以内に日本政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

　　国、地域への渡航または当該在住者との濃厚接触がある

2.　コート外ではマスク着用をお願いします

　　受付時、待機中、トイレや更衣室を利用する際など、人との距離が近くなる可能性

　　のある場所ではマスク着用をお願いします。コート内では、マスクを外して頂いて

　　結構です。

3.　検温、こまめな手洗い、手指消毒をお願いします

　　受付前に主催者側で非接触検温を行います。手指消毒液を準備してありますので、

　　随時お使い下さい。

4.　応援は拍手でお願いします

　　大声での声援はお控え下さい

5.　大会終了後、2週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合、速やかに主催者へ

　　ご報告下さい。

　　連絡先　090-3918-5148　（柴谷玲子）

　　　　　　info@jastatennis.com

6. 　タオル、ラケット、飲み物などを他の人と共有しないでください

7.　昼食時は、周囲の方と距離を保ち、会話をする際はマスクを着用して下さい

皆様の安全の為に、本大会では下記の感染症対策を策定しました。ご協力を

お願いいたします。



バナー掲示

集合写真撮影

テニスコート駐車場

インドアコート

インドアコート

宿泊施設

JASTA のぼり
JASTA
のぼり

AB

フロント

男子
WC

男子
更衣

テント 2張り
(JASTA)

ベンチ
大会受付

奥のインドアコートはテニススクールのレッスンがあります
ので、往来の邪魔にならないように荷物の置き場所をご配慮
ください。
大会受付後ろの青いベンチと、コートサイドの白いガーデン
チェアはご利用頂けます。

トイレ・更衣室・シャワー室
利用可能です

会場案内図

ガーデンチェア オーダーオブプレイ掲出場所

第2回障がい者立位テニス東日本大会
日程：2022 年 11 月 13日（日）・予備日なし（雨天中止）

会場：千葉県　フクダ電子ヒルスコート（オムニコート 10面）

大会グレード：JASTA Point 1,000Pt

開催カテゴリー：A1・A・B1・B

TAP JAPAN OPEN 2025
日程：2025 年 5月予定

会場：千葉県　成田市中台運動公園（オムニコート 8面）

　　　最終日のみ雨天予備会場　Ken’ s インドアテニススクール成田

開催カテゴリー：A1・A・B

＜2022 年　国内大会＞

＜次回国際大会＞
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