
新潟市テニス協会
（2022年2月1日　改訂）

(2021年8月1日　改訂)

(2021年1月21日　改訂)

⑴ 『開催要項』『イベント参加における注意事項』 に記載されている内容を承知したうえでお申込みください。

⑵ イベント日の3日前(都合４日間）から以下の健康観察を続け、1つでも該当する場合は自主的に参加を見合わせてください。
● 平熱を超える発熱がある場合　（目安として37.5度以上ある場合）

● 咳、のどの痛みなど風邪の症状がある場合

● だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)がある場合

● 臭覚や味覚の異常がある場合

● 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合

● 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

● 陽性になられた方は、発症日の翌日から７日間の療養隔離期間が試合にかかる場合（９月２１日以降施行）

● 濃厚接触者になられた方は、原則陽性者の発症日の翌日から5日間の自粛が終わってない方（９月２１日以降施行）

（但し、２，３日目の抗原定性検査で陰性の場合は４日目から解除）

※ 自己申告に関わらず、咳などの症状が見られた場合は主催者側の判断によって入場をお断りする場合があります。

⑶ イベント日後２日以内に、以下に該当する場合は速やかに新潟市テニス協会事務局に連絡をしてください。
平日10：00～15：00　☎ 025（250）0566　/　時間外　☎ 080（4478）2269

● 参加者本人が、 「新型コロナウイルス感染症を発症」 した場合。

● 参加者本人が、 「新型コロナウイルス感染症者の濃厚接触」  とされた場合。

　イベント後 ２日以内に、参加者から「新型コロナウイルス感染症」を発症した等の報告があった場合は、

　行政からの指示に従って、参加者の、氏名・連絡先（事前参加申込書 及び 当日健康チェックリスト）を提出いたします。

　参加申込用紙の提出をもって、情報提出に同意したものとみなします。関係機関の調査・検査等にご協力ください。

⑷ 乗り合わせてのご来場は、できるだけお控えください。
● 駐車場には限りがあります。自分自身の試合等が終了した出場者は、速やかに会場から退出をお願いします。

⑸ 大会・イベント出場者以外の来場は禁止とします。

【受　付】

① 参加者は「感染症防止対策チェックリスト」を準備し、必要事項をすべて記入のうえ当日持参してください。

② 必ず検温を行ってから来場してください。（イベント日の３日前から検温をして結果をチェックリストに記載し参加(来場）してください。）

③ マスクを必ず着用して受付してください。　　

● マスクを着用していない方の受付はお断りいたします。

● マスクは参加者自身でご準備ください。主催者側での用意はありません。

● 他の参加者・主催スタッフ等との距離が保てない場合や会話の際は、マスクの着用をお願いいたします。

● マスクを外した際、ベンチや周辺に放置しないでください。使用済みマスクは会場に捨てず、必ず持ち帰ってください。

※「熱中症」にならないように注意しながらマスクを着用してください。

④ 発表したオーダーオブプレー表に記載の『受付時刻』に来場してください。

※密を避けるため受付時刻１５分前以降に来場してください。

⑤ 『大会本部』に、「感染症防止対策チェックリスト」とエントリー費をもって、受付手続き を行ってください。

● A会員証の提示は行いませんが、チェックリストに「会員ID」を必ず記入してください。※未記入の場合「棄権」となる場合があります

● 間隔を開けて 並んでください。

● 受付をスムーズに行い、接触を避けるために必ず エントリー費はおつりのないよう準備してください。

● ダブルス及びチーム対抗戦は代表者1名により受付をお願いします。

⑥ 締切日以降の取消は無効とし、参加料を徴収させていただきます。
● 当日未納の参加費は所属団体宛に請求させていただきます。責任者の方は期日までにお支払いください。

● 棄権による参加料の徴収について
◇ 【徴収しない場合】 ： 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインに抵触することによる棄権

◇ 【徴収する場合】 ： 新型コロナウィルス感染症に関する上記以外による棄権

会 員 向 け 2022 年 9 月 1 日 現 在

テニス大会・教室・イベント等　参加における

　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン　　　　Ⅰ
協会主催事業に参加を希望される方は、当ガイドラインを遵守してください。

ガイドラインを遵守して頂けない場合は、参加の取消や途中退出を求めることがあります。

参加者と協会がお互いに協力のもと、感染拡大防止に努めましょう。

※主催者側での用意はありません。

〇陽性者の療養隔離期間イメージ
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〇濃厚接触者の療養期間イメージ
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新潟市テニス協会
(2022年2月1日　改訂)

(2022年1月21日　改訂)

【イベント中の留意点】

① 大会スタッフの指示に従ってください。

② 会場施設（トイレ・更衣室・休憩・待機スペース・駐車場）は、各施設の『利用ガイドライン』 を遵守して利用してください。

③ 「三つの密」を避け、フィジカルディスタンス（身体的距離）の確保、咳エチケットをお願いします。
（密1) 換気の悪い密閉空間　× ……………… 更衣室・トイレ・施設内の利用の際に注意してください。

(密2) 多数が集まる密集場所　× ……………… 受付時、試合の待機中、観戦の時は周囲との距離を空けてください。。

(密3) 間近で会話や発声をする密接場面　× … プレー前後も、相手選手やペアとの密接を出来るだけ回避してください。

● 咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえ、飛沫拡散を防いでください。

④ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
● ボール・ネット・ベンチ・得点盤・審判台等、他者と共有するものを触った手で、顔（目・鼻・口）を触らないように注意してください。

● 参加者間で、ラケット・タオル・ウエア等を共有せず、自分の物を使用してください。

⑤ 大きな声での会話・かけ声・声援 を禁止とします。

● 試合中及びイベント中以外は必ずマスクを着用してください。

⑥ 飲食については、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、黙食でお願いします。
● 参加者同士の食べ物の分け合い、飲料の回し飲み等はご遠慮ください。

⑦ ゴミは必ず自身でお持ち帰りください。（施設内のゴミ箱は使用禁止）
● 水筒・ペットボトル等の飲み残した飲料を、会場内に捨てないでください。

● 会場を退出されるときは、周辺にゴミや忘れ物がないかを再度確認をお願いします。

【オンコートでの留意点】

① ゲーム開始前の挨拶・トスは、ネット越しに距離を保って行ってください。

② ゲーム終了後の挨拶は、握手せずお辞儀だけで行ってください。(握手禁止)

③  『 ハイタッチ』 は禁止します。

④ コートチェンジの際、出来るだけ距離を保ちプレーヤー同士が近づきすぎないように、注意してください。

⑤ 「フェイスマスク」の着用は禁止します。※但しアレルギーのある方は本部に申し出てください。

⑥ コート上に唾や痰は、吐かないでください。

⑦ テニス教室やイベント中（ボール拾い・講師からの指導を聞く時など）も、参加者同士距離を保ち、歓談は控えてください。

♦ 作成に当たり、下記のガイドライン等を参考にしております。

新潟県　『新型コロナウイルスのまん延防止に向けた協力のお願い』

新潟市　『新潟市体育施設の感染拡予防ガイドライン』

財団法人日本スポーツ協会　『スポーツイベントの再開に向けた感染拡大防止ガイドライン』

財団法人日本テニス協会　『JTA公式テニストーナメント再開ガイドライン』

新潟県テニス協会　『新潟県テニス協会としての主催・公認・委員会・地区事業に関する新型コロナウイルス感染症防止について』

♦

♦

♦ 大会の変更・中止等の連絡は、ホームページに掲載いたします。

中止することがありますのでご了承ください。

会 員 向 け 2022 年 9 月 1 日 現 在

テニス大会・教室・イベント等　参加における

　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン　　　　Ⅱ

今後、ガイドラインを遵守しての変更や地域の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて見直しを行ってまいります。最新版をご確認ください。

大会会場の個別事情や天候・新型コロナ感染症の感染拡大等の状況によっては急遽記載事項通りにできない場合や大会を  



コートを横切るワイヤーに当たった場合はレットとなります

予選リーグ6ゲーム先取(ノーアドバンテージ)順位戦6ゲーム先取(セミアドバンテージ)

試合前の練習はサービス2本です

表彰は各ブロック１位のみです

樋口　和美 児玉　えみ 牛腸　順子 近藤　久美子 石井　和代 村山　晴美

ファミリーITC YeLL テニス同好会 Guts！ ポーリーズTC YeLL

池田　和美 保科　ゆかり 長谷川　和子 伊藤　友美 近藤　美香 渡辺　早智子

ファミリーITC YeLL マリンブルーTS cresc. ファミリーITC ジャンボITS

樋口　和美 近藤　久美子

ファミリーITC Guts！

池田　和美 伊藤　友美

ファミリーITC cresc.

児玉　えみ 石井　和代

YeLL ポーリーズTC

保科　ゆかり 近藤　美香

YeLL ファミリーITC

牛腸　順子 村山　晴美

テニス同好会 YeLL

長谷川　和子 渡辺　早智子

マリンブルーTS ジャンボITS

長谷川　久代 今井　彩子 長沢　明美 高橋　真世 川崎　幸子 福井　良子

テックアップ ファミリーITC win スポーツガーデン新潟 ファミリーITC Win

吉田　いずみ 桐原　睦美 鈴木　遥 馬場　奈津未 栗原　若葉 星野　直子

T-CLAN ジャンボITS てにんちゅ cresc. マリンブルーTS チームテニスラボ

長谷川　久代 高橋　真世

テックアップ スポーツガーデン新潟

吉田　いずみ 馬場　奈津未

T-CLAN cresc.

今井　彩子 川崎　幸子

ファミリーITC ファミリーITC

桐原　睦美 栗原　若葉

ジャンボITS マリンブルーTS

長沢　明美 福井　良子

win Win

鈴木　遥 星野　直子

てにんちゅ チームテニスラボ

A１ブロック1位 　A２ブロック1位

A１ブロック2位 　A２ブロック2位 A１ブロック3位 　A２ブロック3位

B１ブロック1位

B１ブロック2位 　B２ブロック2位 B１ブロック3位 　B２ブロック3位

　B２ブロック1位

B１ブロック B２ブロック

9:30

8:30

8:30

B2-3B1-3

9:30

B2-2B1-2

8:30

B2-1B1-1

8:30

順位

　勝　敗

順位

　勝　敗

9:00 9:00

A1-3 A2-3

8:00 8:00

A1-2 A2-2

A1-1 A2-1

8:00 8:00

YeLLカップ

11月23日女子サテライト（仮ドロー）

11月23日（水・祝）

A１ブロック

順位

A２ブロック

順位

　勝　敗 　勝　敗



コートを横切るワイヤーに当たった場合はレットとなります

予選リーグ6ゲーム先取(ノーアドバンテージ)順位戦6ゲーム先取(セミアドバンテージ)

試合前の練習はサービス2本です

表彰は各ブロック１位のみです

佐藤　めぐみ 藤木　弘美 金田　美佐子 金子　みさ子 中島　美和子 渋谷　ゆかり

T-CLAN ファミリーITC ジャンボITS マリンブルーTS colors スポーツガーデン新潟

近　恵子 桑野　詩歩 大嶋　純子 伊東　邦子 山谷　夕規子 近　容子

G・B ファミリーITC YeLL マリンブルーTS ジャンボITS スポーツガーデン新潟

佐藤　めぐみ 金子　みさ子

T-CLAN マリンブルーTS

近　恵子 伊東　邦子

G・B マリンブルーTS

藤木　弘美 中島　美和子

ファミリーITC colors

桑野　詩歩 山谷　夕規子

ファミリーITC ジャンボITS

金田　美佐子 渋谷　ゆかり

ジャンボITS スポーツガーデン新潟

大嶋　純子 近　容子

YeLL スポーツガーデン新潟

板谷越　芳子 外山　和枝 小川　静子 伊藤　康子 斎藤　京子 大井川　響子

エルレッセＴＣ スポーツガーデン新潟 ファミリーITC YeLL 樹里テニスクラブ スポーツガーデン新潟

本間　薫 奥林　友美 山口　綾子 土田　眞理 桑原　光代 貝沼　順子

G・B ヤマダTS フェローズTC フェローズTC エルレッセTC マリンブルーTS

板谷越　芳子 伊藤　康子

エルレッセＴＣ YeLL

本間　薫 土田　眞理

G・B フェローズTC

外山　和枝 斎藤　京子

スポーツガーデン新潟 樹里テニスクラブ

奥林　友美 桑原　光代

ヤマダTS エルレッセTC

小川　静子 大井川　響子

ファミリーITC スポーツガーデン新潟

山口　綾子 貝沼　順子

フェローズTC マリンブルーTS

D１ブロック1位

D１ブロック2位 　D２ブロック2位 D１ブロック3位 　D２ブロック3位

　D２ブロック1位

15:00

D2-3D1-3

15:00

14:00

D2-2D1-2

14:00

14:00

D2-1D1-1

14:00

順位

　勝　敗 　勝　敗

C１ブロック3位 　C２ブロック3位

D１ブロック

順位

D２ブロック

　C２ブロック1位C１ブロック1位

C１ブロック2位 　C２ブロック2位

13:30

14:30 14:30

C1-2 C2-2

C1-3 C2-3

13:30

13:30 13:30

C1-1 C2-1

YeLLカップ

11月23日女子サテライト（仮ドロー）

11月23日（水・祝）

C１ブロック

順位

C２ブロック

順位

　勝　敗 　勝　敗


