
 

 

 

 

 

 

2016年度 ルール変更 対照表 

競技名：テニス 

 

変更前の内容 変更後の内容 

 

 

ルール変更対照表には、内容の変更があった 

箇所のみ記載しています。 

セクションＡ－公式種目 2．公式競技 

2.7 ユニファイドスポーツ® チームテニス 

セクション B 競技ルール 

2. マッチプレー 

a. マッチは次のうち 1 つから成る：  

2） 3 セットマッチの短縮ゲームによる試合。 

対戦相手に 2 ゲーム以上の差をつけ、1

セットの内 4 ゲームを先取した選手または

チームがそのセットの勝者である。スコア

が 4 ゲームオールになった場合、7 ポイン

ト先取のタイブレーク・ゲームが行われ

る。セットカウントが 1 セットオールになっ

た場合も、試合の勝者を決めるため、10

ポイント先取のタイブレーク・ゲームが行

われる。この場合のタイブレーク・ゲーム

はファイナル・セットの代わりとなる。3.0未

満のレイティングであるアスリートには推

奨されません。 

 

3） 3 セットマッチの 6 ゲームセットによる試合 

 

 

対戦相手に 2 ゲームの差をつけ、6 ゲー

ムを先取した選手またはチームがその

セットの勝者である。スコアが 6 ゲーム

オールになった場合は、7 ポイント先取の

3.競技ルール 

3.2 マッチプレー 

3.2.1 マッチは次のうち 1 つから成る：  

3.2.1.2 短縮ゲーム 3 セットマッチの試合 

アドバンテージ・ゲームは無く、対戦相手

に 2ゲーム以上の差をつけ、4 ゲームを先

取した選手またはチームがそのセットの

勝者である。スコアが 4 ゲームオールに

なった場合、７ポイント先取のタイブレー

ク・ゲームが行われる。セットカウントが 1

セットオールになった場合は、試合の勝者

を決めるため、10 ポイント先取のタイブ

レーク・ゲームが行われる。この場合のタ

イブレーク・ゲームはファイナル・ットの代

わりとなる。評価点が 3.0 未満のアスリー

トには推奨されない。 

 

3.2.1.3 6 ゲーム 3 セットマッチの試合 

アドバンテージ・ゲームは無く、対戦相手

に 2 ゲームの差をつけ、6 ゲームを先取し

た選手またはチームがそのセットの勝者で

ある。スコアが 6 ゲームオールになった場

合は、７ポイント先取のタイブレーク・ゲー

ムが行われる。セットカウントが 1 セット



タイブレーク・ゲームが行われる。 

セットカウントが 1 セットオールとなった場

合も、試合の勝者を決めるため 10 ポイン

ト先取のタイブレーク・ゲームが行われ

る。この場合のタイブレーク・ゲームはファ

イナル・セットの代わりとなる。6.0 未満の

レイティングであるアスリートには推奨さ

れません。 

 

4） 3セットマッチゲームの場合には、10ポイ

ントタイブレーク・ゲームを行う前に 3 分の

休憩を与える。 

 

 

c. スペシャルオリンピックスより認定を受け

たコーチ１人がコートに座っても構わない

（座る椅子は、コート面の外、ネットポスト

の横の審判の椅子の隣とする）。コーチ

は、選手が奇数番目のゲームの終わりに

エンドチェンジをする際、あるいはタイブ

レーク・ゲーム前の残りピリオドの 3 分間

は選手に指導しても構わないが、各セット

の第一試合の後や、タイブレーク中に行っ

てはならない。 

 

 

オールとなった場合は、試合の勝者を決

めるため 10 ポイント先取のタイブレーク・

ゲームが行われる。この場合のタイブレー

ク・ゲームはファイナル・セットの代わりとな

る。評価点が 6.0 未満のアスリートには推

奨されない。 

 

3.2.1.4 短縮ゲーム（4 ゲーム）3 セットマッチ、6

ゲーム 3 セットマッチの場合 

10 ポイントタイブレーク・ゲームを行う前に

3 分の休憩を与える。 

 

 

3.8 コーチング 

3.8.1 スペシャルオリンピックスより認定を受けた

コーチ１人がコートに座っても構わない（座る

椅子は、コート面の外、ネットポストの横の審

判の椅子の隣とする）。コーチは、選手が奇

数番目のゲームの終わりにエンドチェンジを

する際、あるいはタイブレーク・ゲーム（10 ポ

イントの場合のみ）前に 3 分間の休憩を与え

られるが選手に指導しても構わないが、各

セットの第一試合の後や、タイブレーク中に

行ってはならない。またエンドチェンジは 90

秒以内にしなければならない。 

 

3.11 ユニファイドスポーツ® チームテニス種目 

3.11.1 スペシャルオリンピックスのユニファイドス

ポーツ® チームテニスプログラムは、

ITF(国際テニス連盟)とスペシャルオリンピッ

クスのテニスのルールが適用される。 

3.11.2 ユニファイドスポーツ®チーム構成： 

ユニファイドテニスチームは、ユニファイドダ

ブルスチームで構成される。 

ユニファイドダブルスチームは、知的障害の

ある人と評価スコアと年齢が近い知的障害

のない人のペアで構成されたダブルスから

成っている。 

3.11.3 個人の評価－全てのプレイヤーはスペシャ

ルオリンピックスのテニス評価システムに



よって 8 段階に評価される。アスリートとパー

トナーはできるだけ能力が近い必要があり、

全く同じ評価(A 選手も B 選手も評価は 4)、あ

るいは評価の差が 1～1.5 以下（A 選手の評

価は 4 で、B 選手の評価は 5)でなければなら

ない。 

3.11.4 登録数：ユニファイドチームの登録数は、最

少ユニファイドダブルス 3 チーム、最大ユニ

ファイドダブルス 6 チームから成る(例： ユニ

ファイドダブルス 3 チームで構成する場合、A

チームは、可能であれば、1 組はレベル 2、1

組はレベル 4、1 組はレベル 5 とする)。 

3.11.5 競技会：1対1の対戦や多くのチームを招待

するものがある。1 対 1 での対戦の場合、対

戦する学校同士、クラブ同士は同じ人数、同

じレベルや評価点が近似値のダブルスチー

ムが参加する。 

3.11.6 チームディビジョニングの構成：競技中、ユ

ニファイドテニスチームはレベルやダブルス

チーム評価点（個人評価点を合計したもの）

に基づいてディビジョニングされる。競技会

責任者（トーナメントディレクター）がペアに

なって競技に向けてレベルと評価判断をす

る。 

3.11.7 ダブルス試合の組み合わせ：試合での組み

合わせは、同程度の競技レベルと評価点の

ダブルスのチーム同士が戦う必要がある。 

3.11.8 競技会で指定のテニスボールとコートサイ

ズを使用する：ダブルスチームの評価に

よって、どのテニスボールを競技会で使わ

なければならないかと、同様にコートサイズ

が決まる。ダブルスチームの評価点は 2 人

の選手の合計点数（例：(A 選手のスコアが

4 で、B 選手のスコアが 5 なら、ダブルス

チームのスコアは 9）。要件は以下の通り。 

3.11.8.1 ユニファイド レベル 5：ダブルスチームの

合計評価点数が 10 点以上の場合、黄

色ボールと 78 フィートコートを使う。 

3.11.8.2 ユニファイド レベル 4：ダブルスチームの

合計評価点数が 6.0-9.9 の場合、25%低



反発ボール（黄色地に緑の水玉模様が

ついたボール）と 78 フィートコートを使

う。 

3.11.8.3 ユニファイド レベル 2：ダブルスチームの

合計評価点数が 3.0-5.9 の場合、赤色

ボールと 42 フィートコートを使う。 

3.11.9 選手交代：ダブルスチームにおける競技中

の交代は許可されていない。もしダブルス

チームのどちらかの選手が試合をできなく

なった場合、そのダブルスチームは失格と

なる。 

3.11.10 競技方法：以下は両チームのプレイヤー

数に基づいた競技方法である。相手チー

ムよりプレイヤーが多い場合、余ったプレ

イヤーはエキシビションマッチを行う。 

例：Aチームが 6人、B チームが 8人の時、

B チームの 2 人はシングルスのエキシ

ビションマッチを行う 

3.11.10.1 両チームとも 6 人の場合、ダブルスを 3

試合行う。 

3.11.10.2 両チームとも 8 人の場合、ダブルスを 4

試合行う。 

3.11.10.3 両チームともに 10 人の場合、ダブルス

を 5 試合行う。 

3.11.10.4 両チームともに 12 人の場合、ダブルス

を 6 試合行う。 

3.11.11   対戦方法：試合は 3 セットマッチの短縮

ゲームで、アドバンテージ・ゲームは無

い。 

3.11.11.1 雨天時や時間が遅れている時は、6 ゲー

ム 1 セットの試合を代わりに行う。 

3.11.11.1.1 1 セットマッチでは対戦相手に 2 ゲーム

以上の差をつけ、1 セットの内 6 ゲーム

を先取したチームがそのセットの勝者で

ある 

3.11.11.2 6 ゲームオールになった場合、１０ポイ

ント先取のタイブレーク・ゲームが行わ

れる。 

3.11.11.3 アドバンテージ・ゲームは無い。 



セクション C- レベル 

2. レベル 2   マッチプレー  

テニス評価 2.0 –2.9    

ITN(インターナショナルテニスナンバー) 10.1     

42 フィートコート – 赤色のスポンジボール 

4. レベル 

4.1 

レベル 2 マッチプレー 

テニス評価 2.0-2.9 

ITN(インターナショナルテニスナンバー) 10.1     

42 フィートコート – 赤色のボール 

セクション D スペシャルオリンピックス 

テニス評価シート 

テニス評価 3.0 – 3.9 

アスリートは次のレベルでトレーニングをすると

良い： 

5. スペシャルオリンピックステニス評価シート 

 

テニス評価 3.0 – 3.9 

アスリートは次のレベルで競技する： 

 


