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枚方テニスリーグ２０１９に寄せられたコメント 

（赤字は枚方リーグ担当者の回答、コメントです） 

2020/4/22 

１部 

今回、枚方リーグの同リーグのA チームとの日程調整に関して困った事がありましたのでご報 

告・問題提起させて頂きたくメールしました。 

下記に経過をご報告致します。 

10/16Aチームより 11/4（月・祝）の対戦オファー有。 

10/20当方の活動日は、通常日曜なのでなんとかメンバーに仕事の都合をつけてもらい OK 

の返信、これにて試合成立。 

10/26Aチームより 11/4 の都合が悪くなり試合無しにと連絡有、他のメンバーはいないの 

かと確認したがいないとの返答。 

10/29Ｂチームより、11/4 の試合オファー有、ＢチームもＡチームにキャンセルされたらし 

く、お互い試合メンバーは準備できるので、必死にコートを探して対戦成立。 

10/31当方よりＡチームに 12/1の対戦オファー。 

11/10までに返信がなかったのでＡチームに確認、2０日までに回答するとの事だったので、 

了解しました。もしわかれば出来るだけ早めにお願いしますと伝えたら、じゃあ 12/1無しで 

との回答。誠意のある対応に思えなかったので、前回キャンセルされたので、できるだけ前向 

きに対応して頂きたいと伝えたら、前は 1 週間前だったのでＡチームとしてはドタキャンの認 

識はないとの返答。（実際は 1週間前切ってました） 

枚方リーグの要項を送って、要項通り真摯な対応をお願いしますと伝えたら既読スルーのまま。 

後でＢチームと話すと、Ｂチームにキャンセルした時の対応はもっとひどかったようです。 

どうやら当方とＢチームとまた別のチームを同日に試合成立させていて、少なくともうちとＢ 

チームは、ドタキャンされたようです。（Ａチームは、同時に 3チームと対戦するのはそもそ 

も不可能だと思います）。 

確かに前日以前のキャンセルへのペナルティは規定ではありませんが、相手チームに迷惑をか 

けた時点でペナルティの意識を持って次回から真摯に対応して頂きたいものです。 

別チームではせっかく予定を調整したのに急に試合が無くなったりするのがもう嫌です、とチ 

ームを抜けた選手もいるそうです。 

Ａチームに注意して頂きたいです。もしくは〇日前以降にキャンセルした側にはなんらかのペ 

ナルティという規定を設ければ、もっと代打のメンバーを真剣に探してくれるようになると思 

います。 

お忙しいなか、恐れ入りますが一度協会で話し合って頂けると大変助かります✨ 

→３チーム相手に同日程で試合の申込みを行ったうえ、2 チームに対して、直前でのキャンセ 

ル、どう考えて真摯な対応とは思えません。キャンセルができる最終日程（何月何日と具体 

的に）を明確に相手に伝えて、それ以降の試合のキャンセルについては、キャンセルしたチ 

ームの不戦敗とするというローカル規則を説明会の時にそのブロックの約束事として決めて 

おいて下さい。 

本件、お心当たりのチームは、相手チームの心の叫びとしてお受け取り下さい。 

本御困りごとメール以外にも以下に示す丁寧なお手紙をいただきました。 
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１部 

今年度初めて代表をさせて頂き、感じたこと、要望したいことがありましたので、下記に書 

かせて頂きます。 

①再度、代表の方にきちんとレスポンスするということを呼びかけて頂きたいです。連絡し 

ても返事なし。「○○までに返事します」と言ったのにその日から１０日過ぎても連絡な   

く、こちらから「どうなっていますか？」と伝えても無視するといった状況がたくさんあ 

りました。 

  ②２－０など勝敗が決まったら最終戦をなかなか組んでくれないチームが多い。参加資格に 

   「期間内に全試合を実施できること」とあるのに、２勝１NS で優勝できるルールには疑 

   問です。（だいたい強いチームは、寄せ集めが多く、この方法でこなそうとしてきます） 

オーバーに言えば全ての対戦が２勝１NSでトータル未消化が５試合あっても全勝優勝で 

す。今年も苦労したので（だいぶ私がしつこく言って、さらに相手チームに合わせたので 

なんとか消化はできましたが）、チーム内で話し合い、勝敗が決まった後の最終戦をなか 

なかしてくれないチームとは来年度以降は、２・３対戦目は、同日に組んでくれないと受 

けませんというスタンスでいこうと決めました。（さすがに１勝２NSだと勝敗に影響す 

るので相手も考えると思うので）ただ、やはり根本的にNS があっても優勝できるルール 

はおかしいと思います。（ルールに勝敗が決まれば３戦目の実施は任意とするとあれば別 

ですが…）NS が２つ以上あるチームは、たとえ全勝でも優勝する資格はないと思ってい 

ます。 

  ③一旦、代表者間で試合が成立した後のキャンセルについて。 

これには、かなり悩まされました。こちらのメンバーも仕事の調整をしてくれたりしてあ 

けてくれているのに前日以前だったら急にキャンセルされても何のペナルティもないのは 

困ります。何の為の MAX15人登録なのかわかりません。もし、出る予定だったメンバ 

ーがトラブルで出れなくなった場合は、他のメンバーが代わりに出るよう調整する努力を 

して頂きたいです。せっかく枚方リーグの為に予定あけていたのに、急になくなって、こ 

んなんならもう出たくないといった声も上がっています。 

色々書かせていただきましたが、選手や代表が少しでもストレスなく枚方リーグを楽しむ 

為の一意見として耳を傾けて頂ければ嬉しいです。 

個人的には、私の所属するチームは、毎週日曜に一緒に練習しているメンバーで構成して 

いるおじさん中心のチームです。今期は、残留できるか微妙なところだと思いますが、こ 

のメンバーで１部にいていられるのは奇跡だと思っています。チームワークは、１部の中 

で１番だと自負しています。いつも練習したり、飲んだりしているメンバーで強い人達に 

挑戦できる機会を与えてくれている、枚方市テニス協会の方々には大変感謝しています。 

ありがとうございます。 

2020 年度もメンバーのみんなが、気持ち良く、楽しく試合することができるよう調整役 

頑張りたいと思います、（あわよくば１部で試合に出ることが私の夢です！） 

１年間、お疲れ様でした＆ありがとうございました。 

→初めての代表、お疲れ様でした。毎年リーグ戦終了時に代表の方からのコメントをいた 

だくのですが、やはりチーム代表者の方の負担が大きいようです。でもこの代表者から 

いただいたコメントをご覧いただいておわかりになるように、所属ブロックのチーム構 

成に大きく依存すると思います。一年間楽しくテニス出来ましたというブロックもあれ 

ば、今年所属されたブロックのように連絡がまったく返ってこない代表者がいるブロッ 

クもあります。 
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ここ数年、説明会の時に声を大にして言っていますのは、「相手チームの問い合わせに 

は、ASAP（As Soon As Possible）の返信をお願いします！」ということです。 

リーグ戦の説明会の時に顔合わせして、リーグ戦についての打合せをしていただくのは、 

説明会から始まるリーグ戦が円滑に進むようにとの思いからです。この説明会の時に、 

そのブロック内で約束事を決めていただければスムーズな運営ができるかと思いますが、 

いかがでしょうか？今回の③のような場合を想定して、「キャンセルは１週間前までな 

ら受付できるが、それ以降のキャンセルは、キャンセル側の不戦敗とする。」というい 

う約束事を設定する等々。それぞれのコートでコートキャンセルの日数は違うでしょう

から。 

また、勝敗のNS については、まったく試合をしないNSもあれば、最終戦に試合が終 

了しなくて NS になる場合もあります。また、勝敗において、現在のように 

３勝２敗＞３勝１敗１NS となったのは、未消化がたくさんあった時代の解決策として、 

知恵を絞った結果です。どうか。ご理解のほどお願いします。 

リーグ戦の基本は、３試合を実施していただくのが基本ですので、これを実施いただく 

ように説明会の時にお願いをしようと思います。強いチームのメンバーの方と対戦でき 

る機会を持てるというのもリーグ戦の魅力だと思いますので、どうか上位チームの方は、 

対戦をしてテニスの奥深さを教えてあげて欲しいと感情に訴えようと思います。 

最後になりましたが、2021 年の枚方リーグ（新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

2020 年は、枚方リーグは中止）において、貴チームは、参加されれば、１部残留とな 

ります、ご苦労が報われましたね！？ 

また、2021年の枚方リーグで、お世話になるかと思いますが、今後も大所高所からの 

ご意見をよろしくお願い申し上げます。 

 

４部Ａ 

今年も無事全試合消化することができました。 

年々レベルも上がり、簡単に勝てる試合はなくなってきていますが、メンバー一同なんとか 

食らいついています。 

来年度以降もよろしくお願いします。 

 →こちらこそよろしくお願いします。 

 

４部Ｂ 

２０１９年度もようやく終了しました。ポイントゲッターと思っているメンバーが、単身赴 

任。帰ってくるには、遠くなく近くなくという距離ですが、試合のためだけに帰ってもらう 

のは気の毒で。 

 前年度３位であっても、上位部で脱退があったことで、上位部に繰り上がりましたが、そこ 

にはコーチや元コーチがぞろぞろといるゾーンで、私たちド素人集団では、たいへん厳しい 

戦いを強いられました。 

試合を追っていると、勝ちたい気持ちはどこかに行って、我がチームのメンバーには、こう 

いう人達とは頼んでも試合してくれないから、試合中はいろいろ考えながらじゅうぶん楽し 

みましょうと、やる気が失せないように、励ますやら、勇気づけるやらでした。 

見方を変えると、やはりうまい相手と試合すると、うちのメンバーもうまくなってるような 

気がします。 

今年度になって、シーズン期間が２月２０日までとなったことは、たいへん助かっています。 
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それは、どのチームでも、メンバーはいろいろあちこちの試合に出られていて、秋頃までは、 

試合が組めない状況は続きました。 

１１月後半から本格的に試合が組めましたので、２０日間の延長は、きっとどのチームも助 

かっているんじゃないかと思います。 

 一年間を通して、我がチームなりの精いっぱいの結果だと思います。 

降格色強いですが、チームのみんなには、忙しい時間を割いて、試合に出てくれたことに感 

謝してます。 

ありがとうございました。 

→毎年前向きなコメントをいただきありがとうございます。事務局として励みになります。 

締切の延長は、事務局としては、集計上辛いものがありますが、皆さんの締切日順守の上 

で成立するものであることをご認識下さい。でも、喜んでいただけて何よりです。 

そして、結果として残留、よかったですね。 

 

５部Ａ 

いつもお世話になりありがとうございます。 

枚方市テニス協会の皆様のご尽力でリーグ戦や市民大会等を楽しませていただいております。  

コロナウィルス感染拡大阻止でき、市民大会やリーグ戦も早くできることをお祈り、ご協力 

いたします。 

→早く新型コロナウィルスの感染が収束して、スポーツを楽しめるようになることを祈念し 

ます。 

 

５部Ｂ 

今年度も皆様のご尽力でリーグ戦やその他の試合を楽しませていただきました。 

毎年ながら、本当にありがとうございました。 

毎年、試合調整には苦労致しますが、今年は昨年までより少しスムーズだったかと思います。 

説明会等での、役員様からのお声かけなどが効いているのでしょうね。感謝です。 

役員の皆様には、これからまた各リーグ全チームの結果報告の突合せ等、煩雑な確認作業の 

お手間をおかけすることを思うと頭が下がります。 

たいへんお手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。 

→毎年所属する部によって楽しくリーグ戦を楽しまれるチーム、代表者が深く思い悩まれる 

チームが存在します。説明会でもお願いしておりますが、メールが届いたら何らかの返信 

を as soon as possible でとお願いしているのですが、これを実行していただいていな 

い代表者がおられる部は、トラブルが発生しているようです。 

今年は、スムーズにいってよかったですね。楽しんでいただいたようで何よりです。 

 

６部Ｂ 

集計作業大変かと思いますが、よろしくお願いします。 

P.S. :本年度もなかなか試合調整が難しかったですが、なんとかすべて消化できました。 

対戦期間を延ばしていただき、少しゆとりをもつことができました。 

ありがとうございます。 

→すべての試合を消化いただきありがとうございます。代表者の方のご尽力の賜物ですねぇ。 

また、対戦期間の延長で少し余裕ができたとのこと、今後も喜んでいただけるように集計 

がんばります！ 



5 

 

７部Ａ 

年々コート確保が困難状況となっています。 

枚方市内のコートでリーグ戦を実施することは限りなく不可能な状況です。 

リーグ戦の本来の在り方が問われているのではないのでしょうか。 

枚方市営のコートの優先枠（リーグ戦使用に限り）の設定について是非ともご検討いただけ 

ますでしょうか。 

枚方市テニス協会様のご英断に期待しております。 

→通常大会で確保している以上の優先確保は、難しいかとは思いますが、担当者にフィード 

バックさせていただきます。 

 

８部 A 

大会を終えての出来事や意見をお伝えしたくご連絡させていただきました。 

まずは運営に関して深く感謝申し上げます。 

枚方リーグの試合を目標にモチベーションを上げるメンバーもおり、大変ありがたいイベン 

トとなっております。 

さて、そんな枚方リーグですが、今年度を振り返って思う点が 2点ありました。 

少し長くなってしまいますが、目を通していただけると幸いです。 

１．試合調整の連絡に関して 

チーム代表どうしで連絡を取り合って調整を行いますが、連絡の遅い方、なかなか連絡の 

つかない方がどうしてもいらっしゃいます。 

皆様大変お忙しい中調整に当たっていただいていることは十分承知しておりますが、代表 

の方の連絡に関していまいちどアナウンスしてほしいと感じました。 

2．試合中の態度に関して 

チーム名は伏せますが、うちのチームメンバーが不愉快になってしまうようなプレイ態度 

を取られた選手さんが複数名いらっしゃいました。得点を取った際に大声で「よっしゃ 

ー！」と叫ぶ方や気を散らす目的だと明言した上で煽ってくる方、さらにはうちのチーム 

メンバーにヤジを飛ばす相手の応援席の方々などです。 

正直、二度と当たりたくないとさえ思いました。注意喚起の程、よろしくお願いします。 

以上になります。 

来年度の枚方リーグも楽しみにしております。 

→１．については、ここ数年、説明会の時に声を大にして言っているのが、「相手チームの 

問い合わせには、ASAP（As Soon As Possible）の返信をお願いします！」というこ 

とですが、リーグ戦が始まりますと、連絡を怠る代表者の方が増えてきます。説明会の時 

には、皆さん理解を示していただけるのですが。。。リーグ戦の説明会の時だけでなく、 

中盤、終盤の時期にも注意喚起をするようにします。 

２．については、チーム代表の方が、フェアプレーについて日頃から指導していただくこ 

とをお願いします。相手への挑発行為は、慎んでください。さらに、応援席でヤジを飛ば 

すなんてことは、テニスのマナーを大きく逸脱していますね。そういう人には、ベンチか 

ら退去していただくか、厳重注意をしてあげて下さい。 

また、枚方市テニス協会のHP に掲載しております「大会についての皆さんへのお知らせ 

と、セルフジャッジについてのお願い」をご理解いただいて、リーグ戦をお楽しみくださ 

い。 
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また、コーチングについては、ルールブックに記載されている下記内容をご覧ください。 

    
 

 

８部Ｂ 

今年の 8 部 B は試合数が少し少なかったですが、楽しんで試合を行えました。 

→参加チーム数の関係で、ブロックのチーム数が少なくてすみませんでした。その中でも楽 

しんでいただけたとのこと、うれしく思います。ありがとうございました。 
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９部 

対戦チームの幹事の方と連絡は取れるが、相手がまともなコートを取ってくれないし（淀川 

しか取っていないそう）、できるのも日曜日しか無理と言われる（年末年始は誘っていただ 

いたが、それはこちらも無理）。 

だったらもっと早い段階で試合ができるように段取りができればと思った。 

今回もとてもテニスを楽しむことができました。 

また来年度も参加をさせてもらおうと思います。 

→参加チームの中には淀川河川敷のコートをメインコートとして使用されているチームや、 

ところどころボールが弾まないコートを使用されているチーム等、参加チームの事情等々 

ありますので。何とぞご理解いただけますようにお願いします。 

お腹立ちがある中でテニスを楽しんでいただけましたこと、うれしく思います。 

さ来年度の参加を心よりお待ちしております。 

 

 シニアリーグのご要望 

30 代、40 代のバリバリの若手と対戦しても、シニア世代としては、勝ち目もなくおもしろ 

くない。シニアリーグを是非とも設立してほしい。 

→まずは、シニアリーグの規定から考えて、参加チーム数を把握したうえで、実施するか検 

討したいと思います。しばらくお時間下さい。その際には、平日に試合が組めるチームと 

の規定を設ければ、土・日のコート利用事情も少しは緩和できるのではないかと考えます 

が、いかがでしょうか？ 

 

宮原会長からの「枚方テニスリーグ２０１９終了にあたって」のメッセージ 

枚方テニスリーグ参加の 82 チームの皆様、世話役の皆様、自主運営にご協力いただきあ 

りがとうございました。 

また、多数のご意見をいただきありがとうございました。今後の運営に生かしていけるよ 

うに検討いたします。 

枚方テニスリーグは、年齢・性別・レベルを問わずゲームを楽しんでいただける場です。 

また、各チーム内での懇親にも役立てていただいていると感じております。 

 

試合調整において、一部の代表者の方で不快な思いを抱きながらのメールのやり取りが発 

生しているようです。 

試合も段取りも気持ちよくいきたいものですね！フェアープレーの精神で．．． 

 

「枚方テニスリーグ 2020」は、残念ながら開催を見送ることと決定させていただきまし 

たが、次回開催時には、参加のほどよろしくお願いいたします。 

『フェアプレーはスポーツの基本です。テニスも例外ではありません。 

対戦相手をレスペクトしてプレーすることが大切です』 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が収まって、皆さんが一刻も早くまたコートに立てること 

を祈念しております！！ 

 それまでは 「 Stay Home 」 

  枚方市テニス協会 会長 宮原茂利 


