令和４年 大分県テニス協会アンケート調査結果
大会の内容について
１.エントリー方法の見直しをお願いしたいです。大分市テニス連盟のようにweb上でエントリ－できるよう
にお願いしたいです。スマホでエントリ－できるシステムを強く希望します。(cielo)
２.いつも運営どうもありがとうございます。特に要望という程のものではないのですが、オーダーオブプ
レイをインターネットで閲覧することができるようにしてもらえると密を回避することができて良い
のではないかと思いました。(MSTT)
３.いつも大会運営ありがとうございます。大分市の大会では、オーダーオブプレーがネット上で確認でき
るようになっていますが、県主催の大会でも同様の運用は難しいでしょうか？ ご検討いただけますと
幸いです。（旭化成）
貴重なご意見ありがとうございます。一昨年より新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大会の運営
については「大分県テニス協会主催大会の開催に向けた感染予防ガイドライン」に沿って行うとともに、
それと併せて、密を避けるためにエントリーを書面提出に変更するなど、運営方法についてもこれまで
と違う工夫や見直しを行ってまいりました。皆さんのご意見にある大分市テニス連盟のwebシステムに
よるオーダープレー確認の方法は大変参考になるやり方で、今後の改善の参考にさせていただきたいと
考えています。ただ、大分県テニス協会の大会は主に大分スポーツ公園で開催されており、
コート面数、
出場選手数、多岐にわたる年齢層、会場のレイアウトなどの違いもあるため、大分市テニス連盟と同じ
システムは適用しにくい部分もあります。
システム導入に当たっては一般大会だけでなくジュニア大会
も併せて実施していくことになりますので、それらの点も考慮の上、県協会大会全般の運営システム化
について、今後、早い時点での見直しを図っていきたいと考えていますので、新しい運営方法が実施さ
れた際にはご協力をよろしくお願いします。

４.ＯＰＴＡの開催をできるだけ日曜日にしていただけると助かります。
（土曜日が勤務日になっているもの
が少なくないので）(宇佐ローンテニスクラブ)
OPTAリーグだけでなく、大会の開催日程については、毎年度他団体(市連盟、ソフトテニス連盟、高体
連、中体連等)との施設調整にて決定しておりますが、大会で使用できる施設に限りがあることから毎回
の調整には苦慮しているところです。県協会といたしましても大会はできるだけ多くの人が休みになる
日曜日に開催したいと思っているのですが、現在のような状況においては非常に困難です。ただ、OPTA
リーグは、県協会の大会でも唯一１年間を通じて開催している大会ですので、県内多くのチームが参加
できるように今後も日程の確保に努めていきたいと思います。

５.最近はBCD級トーナメントやOPTAリーグにジュニアが参戦し、なかなか大人のための大会と言い難くなっ
ている部分があると思います。全てとは言わずともどれかの試合は参加選手にある程度の年齢制限を設
けるなどご検討よろしくお願いします。（TORITENn）
ジュニア層の一般大会参加については、団体戦だけでなく個人戦についてもこれまで様々な意見があ
り、
「ジュニアと対戦したくないので配慮してほしい」という意見も時折あるようですが、県協会といた
しましては、老若男女あらゆる層の方々が、競技力向上、健康増進、親睦等のいろいろな目的を持って
様々な大会に参加されている中、加盟団体に所属する方に対して年齢的な参加制限をかけることは今の
ところ考えておりません。また、以前そのようなご要望もあったことから社会人を対象とした「県年齢
別選手権」を開催したことがありますが、大会の参加状況はかんばしくなく、数年間で開催を中止した
こともあります。
「他のスポーツ競技では大人とジュニアが対戦するような競技はない」という批判の声
を聞くこともありますが、テニスはむしろそれができる良さがある競技ではないかと思います。

子どもたちは、ジュニアのみの大会では学べない大人たちのプレーのうまさやマナーを、大人も参加
する一般大会を経験することで大きく成長していきます。将来の大分県テニス界を支える大切な宝です
ので、大会に参加される皆さんも温かい目で見守っていただきますようお願いします。

６.BCD級のエントリー時間が早く試合開始までの時間が長いため,エントリー者が多い時は現在よりも遅く
してほしい。(Orange Ball)
ここ数年、BCD 級大会の参加数が大幅に増えたことは大変嬉しく思っていますが、そのことから、試
合の待ち時間が長くなったり、終了が夜までかかったりと参加者の皆さんにはご迷惑をおかけしていま
す。テニスの場合はサッカーなどの競技と違い試合時間が決まっているわけではありません。そのため
１セットが１時間半もかかる場合や、逆に２０分で終わってしまうケース、また当日の棄権による繰り
上がりなどで、当初考えていた運営通りにいかないことがほとんどで、ドロー作成の際の各種目の呼び
時間の設定、当日の試合進行につきましては毎回苦慮しているところです。エントリー時間の設定はそ
のようなことを考慮して、１セットの平均試合時間を 30 分とみて、さらに当日急遽棄権があった場合に
対応するための予備エントリーなどを考慮しながら決定しています。
複数種目を同日に開催する場合は、
１種目だけを優先して行うと始めは進行が早くなりますが、
その後は連続した試合になり、
休憩(レスト)
を考慮していくとコートが無駄に空いてしまう現象が起こります。そのため現在はエントリーの多い種
目を先行して行い、ある程度進行すると見込まれる時間にその他の種目のエントリー時間を順次設定し
ていくというドロー作成作業をしていますが、先行種目の進行次第ではどうしても予定していた時間よ
りも遅れてしまうということが起こってしまう場合があります。しかし、ご意見にあるようにその他種
目のエントリー時間を遅く設定すると、先行種目の進行が早まった時にはコートが無駄に空き、かえっ
て大会の終了時間が下がるということにもつながってしまうのです。以上の理由から、空きコートが極
力出ないように配慮しその日の予定がスムーズに終了できることを優先した運営を行うためには、どう
しても少し早めのエントリーをお願いすることになってしまいます。参加される方にはご迷惑をおかけ
しますが大会運営についてのご理解をお願いします。

ジュニア育成について
１. トレーニングに特化したジュニア育成事業などもあるといいと思います。(湯布院クラブ)
ご意見ありがとうございます。現状においては、県内大会や強化事業及び九州・全国大会などの日程
が過密になっていることもあるため、新たに事業を設けることは困難な状況ですが、年間４回実施予定
のトレセン事業では、プロ選手の海外遠征に帯同しているトレーナーによるトレーニングも実施してお
りますので、指導者としてご参加いただくことは可能です。

２. 団体戦の出場機会を増やす方法として少人数化するのもいいと思いますが、小規模、中規模学校の合同
チームでも出場できるようになるといいと思います。(湯布院クラブ)
ご意見ありがとうございます。合同チームの編成については、中体連での規定等により制限もあるか
と思いますので、調整をとりながら検討していきたいと思います。

３. 選手やチームが大分市近郊に集中しているので、チャレンジカップのような裾野を広げる試合を、宮崎
県のように各地区に分けて開催してみるのはいかがでしょうか？(佐伯テニスアカデミー)
ご意見ありがとうございます。宮崎県の状況を確認するとともに、各地区における運営体制や会場の確
保などを考慮して検討していきたいと思います。なお、令和４年度より「大分県ジュニア県体」につきま
しては県内各地域での開催を行っていくことにし、令和４年度は佐伯市で開催いたします。

４. ジュニア強化に対しての年間計画を教えてほしい。(EARNEST TENNIS ACADEMY)
ご意見ありがとうございます。ジュニア強化については、トップリーグやトレセン活動が中心となりま
すが、大分県テニス協会のホームページの行事予定表に記載しているものもありますので、ご確認くださ
い。なお、当初予定していない事業を実施する場合には、各対象選手にはできるだけ早くお知らせするよ
うにしたいと思います。

５. 普及率の向上の施策・・・テニス未経験者に対しての活動・テニス経験者に対しての試合への出場機会
の増加(EARNEST TENNIS ACADEMY)
ご意見ありがとうございます。テニスの普及については、
普及指導委員会と協力して活動していますが、
大分県ジュニアテニススクールや大分市テニス連盟ジュニアテニス教室など、他県に比べて多くの機会が
設けられているのではと考えております。
また、
大会についても１０歳以下の大会を５大会開催するなど、
現状のコート面数などの事情の中で実施しているところであります。また、例年１月には初心者を対象と
した普及事業(ジュニア発掘事業)も開催しております。今後とも普及指導委員会とも連携を図りながら、
対応していきたいと考えております。

６. 保護者の対しての観戦マナーの指導要綱の提示(EARNEST TENNIS ACADEMY)
７. ロービングの方々へ。いつもありがとうございます。子供たちが本当にお世話になっております。上記
にも書きましたが、保護者の方や引率者の方々への観戦マナーの掲示が欲しいです。知らない方も多い
と思いますので、基本的なものを協会から出していただけるとありがたいです。(EARNEST TENNIS
ACADEMY)
ご意見ありがとうございます。大分県では、各大会のトーナメントプログラムには大会参加にあたっ
ての注意事項を常に掲載して各選手に配布しております。また、ジュニア大会のプログラムには、選手・
保護者等に対して、試合におけるフェアプレイの推進として、
「テニス競技でのセルフジャッジ５原則の
順守と推進のお願い（日本テニス協会より）
」を常に掲載し、その中には「保護者の皆様には、目前の試
合の勝ち負けに一喜一憂することなく、スポーツマンシップに則ったフェアーな試合が行われるように、
お子様への温かいご支援をよろしくお願いします。」と記載されており、保護者の皆様も確認されている
と思います。他県においては、テニスのルールとマナーを説明する資料を作成しているものもあります
が、保護者に対しての観戦マナーに特化した指導要綱等については拝見したことがありません。今後、
県協会においても調査、研究してまいりますが、大会参加にあたっては、各クラブにおかれましても保
護者の方へのルール・観戦マナーの指導を行っていただき、ジュニア選手が平等かつ安心して試合に臨
める環境を作っていきたいと考えております。参考となる資料等があればご提供いただければ幸いです。

８. いつも難しい環境の中での大会運営、本当にありがとうございます。昨今の無観客運営は様々な問題が
多く指導の場でも、コーチ側からの発信もしておりますが、ご迷惑をおかけすることがないか？と心配
しております。(EARNEST TENNIS ACADEMY)
ご心配いただき、ありがとうございます。コロナ禍において大会を中止することは簡単ではあります
が、感染予防対策を講じて、なるべくジュニア選手が参加できるよう大会運営に努めているところであ
ります。無観客開催となった大会において、選手たちは試合に出場する経験を重ねるごとに対応が取れ
てきているのではないかと感じております。今後とも、引き続き各クラブにおいてもご指導、ご協力を
お願いいたします。

ホームページについて
１．見やすいです。いつもこまめな更新等ありがとうございます。(湯布院クラブ)
２．大会情報等、迅速に更新していただきありがとうございます。(旭化成)
３．試合情報などの更新が早く、助かっています。（うすき製薬）
４．分かりやすいです。（TORITENn）
５．とても見やすいHPです。いつも拝見させていただいております。(佐伯テニスアカデミー)
協会ホームページへのアクセスありがとうございます。わかりやすい情報を正確に、素早く更新でき
る よ う に 、 こ れ か ら も 努 力 し て い き ま す の で 、 お 気 付 き の 点 な ど が ご ざ い ま し た ら 、 Web 担 当
<webmaster_opta@opta.jp>まで連絡をお願いします。

６．新着のスペースを大きくしてほしい。(EARNEST TENNIS ACADEMY)
協会ホームページへのご意見ありがとうございます。さっそく新着情報(トピックス)の表示欄を少し
だけ大きくしました。今後もさまざまな端末からわかりやすく表示できるように調整していきたいと思
いますので、お気付きの点などがございましたら、Web担当<webmaster_opta@opta.jp>まで連絡をお願い
します。

ルール審判問題について
1.ジュニアの試合に関してですが、レフェリーの注意の声が大きく、隣のコートの人までびっくりしてしま
うことがありました。せめて隣のコートの試合の妨げにならないようお願いします。注意するときも、厳
しい口調ではなく優しくサポートしていただけたらと願います。(臼杵ローンテニスクラブ)
ロービングアンパイアには日頃から該当コートの後ろに立って声を掛けるように伝えています。声の大
きさについては個人差があるので何とも言えませんが、基本的にジャッジは瞬時の判断ですので大きな声
でハッキリと選手に伝えるように指導しています。（特にレットを掛けるときは必ずコート番号を言うよ
うにしています。
）また、ロービングの仕事は試合中に起きた問題解決が主体ですので、毅然とした態度
で問題解決に臨むようにしています。
ただ今後はご指摘のようにジュニアの大会の時にはもう少しやさしい言葉を使って話をするように伝え
ます。

2.いつもありがとうございます。(TORITENn）
これからもよろしくお願いします。

3.ジュニアのラインジャッジの仕方やレッドのかけ方が厳しすぎる人がいるため、ジュニアの大会ではしっ
かり見ていてほしい。(チーム全力)
ロービングは担当コートが複数あるので、その選手のコートだけを見るのは難しいのですが、ジャッジ
等で気になるコートがあれば重点的に見ていると思います。今後もその点は強化していきたいと思います。
ルール上、レットに関してはプレイゾーンにボール等が入ってきたら、どのタイミングでもレットを掛け
られるようになっています。ロービングは対戦中にアドバイスはできませんので、ラインジャッジのやり
方も普段の練習の時から各クラブで指導して頂けると有難いです。

普及活動事業について
１. 部活動の段階的な地域移行がすすむにあたり、由布市でもジュニアテニスの普及・育成に取り組みたい
と思っています。指導者講習会や他地域との交流などで指導者の育成などの面でも活性化できたらいい
と思います。(湯布院クラブ)
テニス競技の普及には各地域の皆さんの協力が不可欠です。大分県テニス協会の活動に今後ともご協
力のほど、よろしくお願いいたします。地域交流事業につきましても新型コロナウイルス感染拡大防止
の状況をみつつ、再開に向けて準備を進めていきたいと思います。

２. 部活動が地域に移行されようとしている機会を利用して中学生の硬式化が図れるとよいのですが、指導
者とテニスコートの確保が最大の課題となっています。協会だけではなく県レベルで対応できるとよい
のですが…。(宇佐ローンテニスクラブ)
中学校部活動への普及につきましては、ジュニア委員会と連携して今後も準備を進めていきたいと思
います。各地域の皆さんのご協力をいただくこともあるかと思いますので、その場合はよろしくお願い
いたします。

３. 以前もお願いしましたが、定期的にスクールのチラシを生徒に配布してほしい。県ジュニアで始めた後
に、民間スクールへの移行を考えてほしい。(EARNEST TENNIS ACADEMY)
県協会ジュニアスクールの活動は月５回、年間60回に限られており、レベルアップ/ステップアップを
検討している生徒・保護者には民営クラブでの活動を勧めています。民営クラブのチラシを配布するこ
とはこれまでも行っておりますが、不平等が生じることのないように民営クラブ代表理事を通じて足並
みを揃えた告知となる様にご協力をお願いいたします。

その他県協会に対して
１． コロナ禍にもかかわらず大会を実施していただき本当にありがとうございます。意見、要望他は特
にありません。ガイドラインなどわかりやすく、安心して大会に出場することができます。(湯布院ク
ラブ)
２． いつも運営ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。(別府市役所)
３． いつも大会の運営等、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。(臼杵ローンテ
ニスクラブ)
４． コロナ禍の中、大会を開いて頂いて感謝します。感染予防に心がけながら参加させて頂きます。
(PUERI)
５． 大会運営等、本当にお世話になります。コロナ対応等仕事量が増えていると思いますが、今後もよ
ろしくお願いします。(宇佐ローンテニスクラブ)
６． いつも協会の運営にご尽力いただきまして、ありがとうございます。(旭化成)
７． いつも大会運営ありがとうございます。コロナ禍でも楽しく試合ができ有難いです。
（ウェボテニス
スクール）
８． いつも大会の運営等、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。(うすき製薬)
９． 今後とも女子連の活動にご理解ご協力頂けますようお願い申し上げます。(日本女子テニス連盟大分
県支部)
10．コロナ禍で運営が大変な中、各大会を開催して頂き感謝申し上げます。(樹の里テニスクラブ)
11．いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。(TORITENn）
12．年間を通して一般、ジュニアの運営ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
(佐伯テニスアカデミー)

13．いつもテニス大会の運営等、ありがとうございます。(宇佐市職)
14. 協会・大会運営ご苦労様です。(挾間ローンテニスクラブ)
15. 来年度もよろしくお願いします。(MSTT)
16.いつもお世話になります。今後ともよろしくお願いします。(Hornet)
17.いつも大変お世話になり、本当にありがとうございます。今後とも引き続きよろしくお願い致します。
(EARNEST TENNIS ACADEMY)
18. いつもお世話になっております。今年度も宜しくお願い致します。（NTCクラブ）
19．コロナ禍の中での大会運営大変お疲れ様です。(フンドーキン)
20. いつもお世話になっております。大会の運営ご苦労様です。今後も大会やイベントに参加させていた
だきます。よろしくお願いいたします。（ROUGH 大分）

貴重なご意見ありがとうございました。
大分県テニス協会では、今後も加盟団体の方々のご意見を参考に、開かれた協会運営を行っていきたいと
考えております。協会はみなさんがつくるものです。このほかにもご意見、ご要望、ご質問がありました
ら遠慮なく事務局、またはHPにお問い合わせ下さい。今年度もよろしくお願いいたします。
問合せ先

℡

090-5483-0074

Mail opta@opta.jp (大分県テニス協会HPのポストからでもOK)
大分県テニス協会事務局

