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                                          2022年5月2日 

                                     関 東 テ ニ ス 協 会 

                                    ジュニア大会運営委員会 

1. 主 催      関東テニス協会 

2. 主 管      関東テニス協会ジュニア大会運営委員会 

3. 特別協賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

4. 協   力 アポロコーストテニスクラブ／サニーインむかい／高崎市テニス協会 

5. 期 日      2022年7月16日（土）～22日（金）  

 

 

 

 

 

6. 会 場      U14 U12 千葉 アポロコーストテニスクラブ（砂入り人工芝コート） 

        千葉県長生郡白子町中里5357-1    

         U18 U16 群馬 清水善造メモリアルテニスコート（ハードコート） 

                  群馬県高崎市井出町903-1 

※試合進行状況や天候等により会場を変更することや、ナイター、インドアコートを使用する場合

があります。 

 

7. 参加資格      参加する選手は関東テニス協会に加盟する各都県テニス協会の加盟団体、または傘下団体登  

録者で関東テニス協会のジュニア登録及び(公財)日本テニス協会登録(JPIN)者とする。 

  原則として各都県ジュニア選手権大会に出場し、各都県協会が推薦した者とする。 

  その他は全日本ジュニア選手権に準じる。 

 

8. 種目および参加制限数 

種 別（年齢制限） シングルス ダブルス 

18歳以下（2004年1月1日以降出生の者） 男女 各64名 各32組 

16歳以下（2006年1月1日以降出生の者） 男女 各64名 各32組 

14歳以下（2008年1月1日以降出生の者） 男女 各64名 各32組 

12歳以下（2010年1月1日以降出生の者） 男女 各64名 各32組 

 

9. 使 用 球      ダンロップAO  2球使用 各セットチェンジ 

         ダブルスのマッチタイブレークでのボールチェンジはありません。 

 

10. 試合方法 シングルス：1R〜3R 3タイブレークセット（ノーアド）  

   QF〜F 3タイブレークセット 

              ダブルス  ：1R～F 2タイブレークセット（ノーアド） 

ファイナル10ポイントマッチタイブレーク 

種目別日程 シングルス  

 

ダブルス  

18歳以下男女 7／16、7／18～22  7／16、7／18～22 

16歳以下男女 7／17～7／22 7／17～7／22 

14歳以下男女 7／17～7／22  7／17～7／22 

12歳以下男女 7／16、7／18～22 7／16、7／18～22 



         ＊順位決定戦は行いません。同ラウンド敗者の推薦順位は選考会時に使用しましたランキン

グにより決定します。 

         ＊天候、その他競技運営上変更する場合があります。 

         ＊競技規則は2022年JTAルールブックに準じます。 

 

11. 審判方法  シングルス：1R～QF ダブルス：1R～QF セルフジャッジ  

         各種目SF・FはSCUとします。 

         ＊天候、その他競技運営上変更する場合があります。 

 

12. 申込方法      

        申込方法JOP TENNIS.COMよりネットエントリー 

ネットエントリー 手順 JOP TENNIS.COM http://www.jop-tennis.com/J/ にアクセス⇒会

員番号とパスワードでログイン⇒大会選択⇒申し込み⇒エントリー確認（会員情報よりエント

リー履歴を確認できます。）⇒ドロー発表・注意事項確認⇒ペーパーレス決済⇒大会出場 

＊会員番号をお持ちでない方は、会員規約確認 → 新規会員登録（登録無料）を行ってくだ

さい。会員番号とパスワードは登録いただいたメールアドレスへ通知されます。 

【エントリーの際のご注意】 

① 「関東テニス協会選手登録番号」と「所属団体名」がJOP TENNIS.COMに正し

く入力されているか確認の上エントリーしてください。関東の登録と異なる場合は、

会員サービスの「登録情報の更新」で変更してからエントリーして下さい。 

＊必ず JPINを入力して下さい。＜番号入力の間違いに御注意下さい！＞ 

② 会員番号・パスワードを忘れた場合は、登録している電話番号またはメールアドレ

スからお問い合わせください。パスワードのみ不明の場合は、ログイン画面の「パ

スワードを忘れたら」より、確認することができます。 

③ 上記以外の方法での申し込みは受付できません。 

④ ネットエントリーに関するお問い合わせ先 

スポーツサンライズ TEL：042－580－4601（平日10：00～16：00） 

      ＊都県ジュニア出場時と同種目に申し込んでください。 

          ＊都県ジュニア後、所属変更を行った選手は6月6日(申し込み締め切り日)時点のKTA 

登録番号、所属名で申し込んでください。 

 

13. 申込締切日 2022年6月6日(月) 24：00 

         申し込み締め切り日24時までに手続きを完了されていない場合は選考されません。 

 

14. 参 加 費  8,900円〈参加料8,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度金100 円+JPIN 運用経費300円（JTA 分200 

円＋KTA 分100 円）+感染対策経費含む〉 

 

15. 支 払 方 法   ペーパーレス決済（手数料：330円）ドロー発表後に通知されます「決済番号」にて 

コンビニ、銀行、ゆうちょ銀行、クレジットカードでお支払い頂けます。 

 

16．支 払 期 限  ドロー発表日より1週間以内 

＊必ず期限までにご入金ください。 

＊ドロー発表後の欠場は参加料が発生します。補欠により補充された場合も返金されません。 



17．推薦者リスト  各都県協会は、推薦者リスト（所定フォームに入力）を、6月6日(月)必着で「関東ジュ

ニアテニス選手権大会」事務局あてにお送りください。 

           担当者 丹羽 メールアドレス info@kta-jr.net 電 話 050-3553-3175 

＊本年より申し込み方法が変更されています。各選手への指導・確認をお願いします。 

 

18. 選考委員会 6月20日（月）13：00 より 

 

19. 選考方法      申込者の中から選考基準により出場者を選考します。 

 

20. ﾄﾞﾛｰ発表 6月27日（月）以降に関東テニス協会オフィシャルサイトにドローを発表します。 

各自で日程・組合せ等を確認し、注意事項をよく読んで下さい。電話等での問合せには一切

応じられません。 

ドローに氏名が載った選手は、支払方法に従って参加料を納入してください。補欠の選手は、

大会当日、参加決定時に大会本部でお支払いください。 

 

21. そ の 他        

実施にあたっては感染拡大防止策に同意の上参加して頂きます。またコロナウィルス感染状況によ

っては、中止の可能性もあります。ご理解とご協力をお願いします。 

① この要項は、天候等やむを得ない事情により、変更されることがあります。 

② 競技中の疾病・傷害の応急処理は主催者側で行ないますが、その後の責任は負いません。 

③ 大会前日の練習コート（高崎会場）については、ドロー掲載時にお知らせします。 

白子会場の前日練習コートは用意しておりません。 

④ 宿泊につきましては、各自でご予約下さい。 

⑤ 社会情勢によりやむを得ず大会が中止となった場合のランキングポイントは、規定により処理され

ます。 

⑥ 大会開始前の中止によるご返金につきましては、返金手数料 300円を差し引いた「8,600円」の返

金となります。ご了承ください。大会途中における中止の場合、1 試合でも行った選手は、参加料

をお支払いいただきます。1試合も行わなかった選手は、返金手数料を差し引いて返金します。 

 

                       トーナメントディレクター 富岡好平 

                       トーナメントレフェリー  三野静子 

 

感染防止対策について 

1、 以下の事項に該当する場合は、大会期間を通じて大会会場への来場は認められません。 

選手だけでなく引率者にも適用します。来場者は必ず感染予防受付にお越しください。 

選手はオーダーオブプレーで試合が進行する場合でも、必ず感染予防受付を行って下さい。 

感染予防受付を行わないでコートに入った場合、失格になります。 

・ 発熱、咳、咽頭痛、臭覚や味覚異常などの症状があり、体調がよくないと判断するとき 

・ 保健所の指定する待機期間の場合（感染者・濃厚接触者・海外渡航者など） 

・ 新型コロナウィルス感染対策に応じていただけない場合 

・ その他、主催者として参加が認められないと判断した場合 

 

2、 選手及び引率者は大会2週間前から健康観察を行ってください。 

日々の健康観察情報の記録については、公益財団法人日本テニス協会が提供する健康管理システム HeaLo(Health 

mailto:info@kta-jr.net


Information Logging System)のご利用をお願いします。同システム利用にあたっては、利用登録をしていただく必要が

あります。登録方法等は関東協会主催ジュニア大会オフィシャルサイトにて改めてお知らせいたします。 

3、 会場への来場者は、大会期間中必ず受付にお越しください。 

・ 大会2週間前から健康観察を行っていただき、HeaLoを通じて健康情報を記録してください。 

・ 入場の際は、各自でご登録されている健康情報システムのQRコード、もしくは入場管理番号（Tから始まる6桁

の数字）の提示が必要となります。スムーズにご入場いただくためにQRコードの提示にご協力をお願いします。

健康情報を確認後、引き換えにリボンを発行します。 

リボンのない方には退場をお願いします。 

4、 選手ならびに関係者（保護者・指導者）は、会場に来る時および観戦中はマスクの着用をしてください。（選手は試合

中はずしても大丈夫です） 着用していない選手ならびに関係者は、会場に入れません。 

当日「手消毒」と「おでこ検温」を実施します。37.5℃以上ある選手は試合に参加できません。 

大会終了後、発熱があった場合は報告をしてください。 

5、消毒液の設置とスタッフのマスクの着用、管理棟内の消毒等を実施します。 

6、OPを事前に発表するなど、受付で密にならないような対応を行います。 

7、選手間の２ｍの確保をお願いします。 

8、スコアボード・ベンチの消毒を行います。 

9、ポイント間、エンドチェンジの際には、対戦相手との距離を確保してください。 

10、選手・観戦者の密集排除として、人数制限（選手1名に付き帯同者2名、出場選手所属団体からコーチ1名）を行いま

す。また、コートにもよりますが、選手ゾーン・観客ゾーンに分けて実施する場合があります。 

11、トイレ更衣室の密集防止および消毒を行います。 

12、試合終了後は、あいさつのみ（握手はしない） にします。 

13、各家庭で近隣ホテルを予約してください。団体での行動は控えてください。 

14、食事は各自で取って頂き、集団での食事は遠慮してください。また指導者、保護者の夜の会食も自粛してください。 

 

 

関東テニス協会個人情報の取り扱いについて 

・大会記録(戦績・報告・講評)及び大会期間中に主催者が撮影した動画及び静止画について、その権利は全て主催者に

帰属することとします。 

・大会申込時に記載いただく個人情報につきましては、年齢基準の確認及び大会に係る諸連絡に使用いたします。 

・各都県テニス協会、地域テニス協会及び日本テニス協会間の資料として大会結果(氏名・生年月日・所属団体名・学校

名)を使用することがあります。氏名・所属団体名については、ランキングに掲載し公開いたします。 

更に大会記録として本協会の情報誌や記念誌等へ掲載させていただくこともあります。各都県テニス協会、各地域テニ

ス協会及び日本テニス協会は、本大会結果(氏名・生年月日・所属団体名・学校名)を第三者に提供することはありませ

ん。なお、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。 

・個人を対象とする撮影については、対戦相手の同意を得る事といたします。 

 

ワンコイン制度は(公財)日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため選手およびジュニアの育成強化

を目的とするﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営の資金を大会参加者に広くご負担いただく制度です。「ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ」「ワ

ンコイン制度」について詳しくはhttp://www.jta-tennis.or.jp/onecoin をご覧ください。 

http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin

