
逗子テニスクラブの年会費納入状況 

2012 年 4 月 1 日～6 月 30 日に、2012 年度の年会費納入をしていただきました。その結果、下記

の通り納入がありましたのでお知らせします。 

記 

１．正会員費 176 名 440,000 円 

２．家族会員費 58 名 58,000 円 

 

また、10 月 26 日時点で、今年度入会の会員は下記の通りです。 

記 

１．入会金 9 名 9,000 円 

２．正会員費 9 名 22,500 円 

３．家族会員費 5 名 5,000 円 

 

2012 年度入会者、退会者（家族会員を含む、敬称略） 

・入会者 

大坪英夫、二宮真彦・真理子、青木正彦、吉光黙・中嶋悦子、吉田啓二、西尾淳一、 

荒井淳子・茂、三澤貴之、平田修、市村洋一（家族会員）、田中千鶴（家族会員） 

・退会者 

明石吉史、大野麻子、大森健司、木村真、児島満奈美、後藤亜子、小林紀子、小林麻由子、 

佐藤隆行、関口裕哉、竹下雅彦・佳代、肥後橋秀徳、藤野栄次、水嶼豪、水沼保子、矢上硬一郎、 

山崎みお、山本講治・美恵子、林直美、田中順子、久田見陽子 

 

第一運動公園コート「土曜講習会」の年会費納入状況 

 土曜講習会に参加される方からは、逗子テニスクラブ年会費の納入とは別に土曜講習会費を納入

頂いています。納入状況は下記の通りです。 

記 

１．参加者数 112 名 （ZTC 会員 112 名、ZTC 非会員 0名） 

２．納入者数（ZTC 会員） 112 名 336,000 円 

３．納入者数（ZTC 非会員） 0 名 0 円 

 

土曜講習会の 2019 年度の年会費納入は継続して行っています。土曜講習会の場で会計事務担当(藤

原さん)に現金でお支払いいただくか、下記の口座にお振込みください。 

記 

銀行名：みずほ銀行 逗子支店 （普通預金） 口座番号  １９８７９４５  

口座名：ドヨウコウシュウカイ 

会費： 3000 円 

（ご家族分まとめての振込みも可能です。その際は振込み人名にご家族のお名前も付記して下さい。） 

 

 ご注意：第 2、第 4 土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も 

     「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。 
 

退会の連絡、その他質問等を希望される方は、ホームページからお問合せください。ホームペー

ジからのお問合せが困難な場合は、土曜講習会開催時間にお出でいただくか、下記メールアドレス

にお問合せください。逗子テニスクラブの担当者から回答させていただきます。 

 

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 
2019 年 11 月 6 日 
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 2019 年 12

 18:00 

 18:30～21

 リビエラ逗子マリーナ

 逗子市小坪５丁目２３−９

 TEL.0467-

 5,500 円 

 ブッフェスタイル

 内山由香里

 川上清美、早野和代

 ゲームに使用するので

 飲食物の持ち込みは

White Line
Ｒｅｐｏｒｔ Ｎｏ.

度の納会を下記の通り開催する予定です。逗子テニスクラブの会員が集まる年

しいイベントです。多くの皆様のご出席をお待ちしています。

 

12 月 8 日（日

1:00（予定）

リビエラ逗子マリーナ

逗子市小坪５丁目２３−９

-23-2111 

 

ブッフェスタイル 

内山由香里（委員長）、

川上清美、早野和代、

ゲームに使用するので

飲食物の持ち込みはできません。
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度の納会を下記の通り開催する予定です。逗子テニスクラブの会員が集まる年

しいイベントです。多くの皆様のご出席をお待ちしています。 

日） 

（予定） 

リビエラ逗子マリーナ  オーシャンスイート

逗子市小坪５丁目２３−９ 

（委員長）、池尻和子、

、佐藤直子、

ゲームに使用するので 100 円硬貨を

できません。
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度の納会を下記の通り開催する予定です。逗子テニスクラブの会員が集まる年
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、横田江利子

、伊藤茂治（司会）

円硬貨を 1 枚ご準備ください

できません。 
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 ） 

度の納会を下記の通り開催する予定です。逗子テニスクラブの会員が集まる年 1 回の楽

オーシャンスイート 

横田江利子、梅中千鶴、

（司会） 

枚ご準備ください

回の楽

、梅中千鶴、 

枚ご準備ください。 



ルール講習会で学んだルールについて 

 

2019 年 3 月 17 日にルール講習会（審判講習会）が開催されました。そのとき学んだルールを掲

載しますので、今後ゲームを実施する際の参考にしてください。 

 

Ｑ１． ネットと中央の高さは何 cm でしょうか？ダブルスの場合は？シングルスの場合は？ 

Ａ１． 中央 91.4cm、ポールとシングルス・スティック 107cm 

Ｑ２． シングルス・スティックを立てる場合、正しい位置はどこでしょう？ 

Ａ２． シングルスコートのサイドライン外側から 91.4cm のところに棒の中心がくるように立て、

その位置でネットの高さをポスト部分と同じ高さ（107cm）に保つ。 

Ｑ３． 試合開始前、トスを行います。トスの勝者が選ぶことができるのは？ 

Ａ３． 次の 3つのいずれか 

(1)サービスまたはレシーブ 

(2)エンド（コートのどちらの面に入るか） 

(3)相手に選択させる 

Ｑ４． サーバーが自分のサービスにレットをコールした場合はどう対処しますか？ 

Ａ４． レシーバーが認めた場合はレットになります。 

Ｑ５． サーブされたボールがネットに触れた後、コートに落ちる前にレシーバーに当たってしま

った。この場合レシーバーは失点するのか？ 

Ａ５． ボールがネットに触れたのが先になるため、この場合はレットになります。 

Ｑ６． レシーバーのパートナーがセンターラインをまたいで構えているのは OK？ 

Ａ６． OK です。問題ありません。 

Ｑ７． 第２サービスのモーションの前に、足元に隣のコートからボールが転がってきたので、プ

レーが妨害されたとして、第１サービスからポイントをやり直したのは正しい？ 

Ａ７． 第２サービスのモーション前の場合は、第２サービスのやり直しです。第２サービスのモ

ーションに入っていたときは、第１サービスからやり直すことができます。 

Ｑ８． ラリー中にボールがシングルス・スティックにあたったが、正しく相手のコートに入りま

した。これは有効な返球ですか？ 

    それでは、ラリー中にボールがシングルス・スティックより外側のネットに当たって正し

く相手のコートに入りました。これは有効な返球ですか？ 

Ａ８． シングルス・スティックに当たったボールは、有効な打球とみなされます。 

    シングルス・スティック外側のネットポストやネットは、コート周辺の壁や椅子と同じく

パーマネント・フィクスチャと見なされます。パーマネント・フィクスチャにボールが当

たると【アウト・オブ・プレー】となります。従って、この場合は無効返球、アウトにな

ります。 

Ｑ９． ネット近くにバウンドしたボールが相手コートに戻っていってしまったとき、ラケットが

ネットを越えて返球しました。これは有効な返球ですか？ 

Ａ９． 風で戻る場合や、強烈な逆回転スピンで戻る場合が想定されます。この場合は、タッチネ

ットをしないでラケットがネットを越えて返球することができます。ボールに触れずに相

手コートに戻ったときは、相手側のポイントになります。 

Ｑ１０． プレー中のボールが、コート内に転がっていた第一サービスのフォルトボールに当たった

場合にどう対処しますか？ 

Ａ１０．この場合、フォルトボールは、コート内にある石と同じようにみなされるため、インプレ

ー中のボールは有効です。イレギュラーバウンドと同じなので、返球しなければなりませ

ん。（このようなことが起きないよう、フォルトボールはネットに寄せておくか、拾って

おくようにしてください。） 

Ｑ１１． お互いのスコアがわからなくなってしまった場合はどうしますか？ 

Ａ１１． 双方が了解できるスコアまで戻って、そこからやり直しになります。 

Ｑ１２． パートナーがアウトとコールしたら、入っていても認めない方が良い？ 

Ａ１２． スポーツマンのマナーとしては、入っている確信がある場合は、インと認めるべきです。

あとで類似の設問がありますので、そちらも参考にしてください。 

Ｑ１３． 相手のフットフォルトが気になる時はどうしたら良い？ 

Ａ１３． ロービングアンパイア（以前はコートレフェリーと呼んでいました）を呼んでジャッジを

してもらう。 

Ｑ１４． プレー中に相手が帽子を落としました。この場合プレーを止めることができますか？ 

Ａ１４． １回目はレットとしてプレーを止め、再度プレーすることができます。２回目以降は、帽

子を落とした側の失点になります。 

Ｑ１５． ノットアップの判断で双方の言い分が食い違った場合はどう対処しますか？ 

Ａ１５． レットになりリプレーします。 

Ｑ１６． 相手の応援がひどいのですが我慢するしかないのでしょうか？ （チーム戦ではないとし

ます。） 

①「ナイスショット」、「がんばれ」、「先にリード」、「ポイント」、「もう 1本」などは、 

  コーチングではない？ 

②「前に出ろ」、「ロブを使え」、「もっと振り抜け」等はコーチングとなる？ 

Ａ１６． ロービングアンパイアを呼んで対応を依頼してください。 

①はコーチングにはなりませんが、②はコーチングになります。 

Ｑ１７． プレイヤー自身がアウトからグッドに直ちに訂正した場合、そのプレイヤーは失点する？ 

Ａ１７． 最初だけはレットとしてリプレーになりますが、２回目以降は、そのプレイヤーの失点と

なります。 

Ｑ１８． 第１セット、６－６でタイブレイクになりました。紅組からサービスを開始し、タイブレ

イクは白組のサービスで終了しました。第２セット、第１ゲームのサービスは紅組から行

う？それとも白組？ 

Ａ１８． 第１セットの第１３ゲームのサーバーが赤組であったとみなし、第２セットは、白組のサ

ービスでスタートします。 

Ｑ１９． テニス製品の製造業者のものではなく、友人に作ってもらったウェアでも試合に着ていけ

る？ 

Ａ１９． その試合の規程に合致している場合、テニスウェアとしてふさわしいものである場合は着

用可能です。 

 


