
第 93 回関東ジュニアテニス選手権大会 

開催要項 

グレード2 

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 

 

5. 期 日      2019年7月13日（土）～18日（木） 予備日／19日（金） 

 

 

 

 

 

6. 会 場      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   他 

※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（2001年1月1日以降出生の者） 男女 各64人 各32組 

16歳以下（2003年1月1日以降出生の者） 男女 各64人 各32組 

14歳以下（2005年1月1日以降出生の者） 男女 各64人 各32組 

12歳以下（2007年1月1日以降出生の者） 男女 各64人 各32組 

 

9. 使 用 球      スリクソン(ダンロップ) 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      トーナメント方式 

      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 

          なお、雨天等により試合方法が変更になる場合があります。 

 

種目別日程 シングルス ダブルス 

18歳以下男女 7／13～7／18 予備日19 7／14～7／18 予備日19 

16歳以下男女 7／13～7／18 予備日19 7／14～7／18 予備日19 

14歳以下男女 7／13～7／18 予備日19 7／14～7／18 予備日19 

12歳以下男女 7／13～7／18 予備日19 7／14～7／18 予備日19 



11. 参 加 料      各種目とも、シングルス1名8,400円、ダブルス1組8,400円 

〔参加料8,000円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度金100円+JPIN運用経費(JTA分200円・KTA分100円)〕 

※参加決定後,所属する都県テニス協会（ジュニア委員会）の指示に従ってお支払い下さい。 

※本大会はﾜﾝｺｲﾝ制度対象大会です。参加にあたり参加料とは別途ﾜﾝｺｲﾝ制度の100円を負

担いただきます。 

※今年度大会より、JPIN運用経費をご負担いただきます。 

 

12. 申込方法      所定の申込用紙に必要事項を記入して所属する都県テニス協会（ジュニア委員会）にお申し

込み下さい。 

※都県ジュニア選手権出場時と同種目に申し込んでください。 

※シングルスとダブルスは同一年齢にしか申し込めません。 

 

13. 申込締切日 6月3日（月）所属都県協会（ジュニア委員会）に必着です。 

 

14. 選考委員会 6月17日（月） 13時より関東テニス協会で行ないます。 

 

15. 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。 

 

16. 仮刷ﾄﾞﾛｰ発表 6月26日（水）以降に関東テニス協会ウェブサイトに仮刷ドローを発表しますので、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。 

 

17. そ の 他      ①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。 

  ②大会前日および当日の練習コートは用意しておりません。 

    ③今大会より宿泊につきましては各自でご予約下さい。アポロコーストテニスクラブで 

斡旋は行いません。 

 

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。 

・大会申込書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。 

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  

 

 
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


シングルス用 (各大会ごとに１枚ずつ提出）

大会 種目
□全国選抜ジュニア関東
□全国小学生関東
□関東ジュニア選手権

□RSK全国選抜関東
□全国選抜中牟田杯関東
□KTA杯ジュニアテニストーナメント

※IPIN登録番号は登録している方のみ記入してください。

フリガナ

氏　　名

〒
所属団体 　
所在地

TEL  FAX  

〒
本　人
現住所

TEL 携帯TEL  FAX  

在籍学校 学年 年

　

保護者氏名　 　　　印 　

　　　年(西暦)　　　月　　　日

　上記の者が標記大会に参加するに当たり、一切の責任を負うことを誓約し参加申込をいたします。

ローマ字

Family name First & middle name ヘボン式で入力してください

（IPIN・ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記のこと）

所属団体名

□女Ｓ

満

生　年　月　日(西暦)
氏 名 　　　　年　　　月　　　日

□12男Ｓ
□18女Ｓ □16女Ｓ □14女Ｓ □12女Ｓ

□男Ｓ □女Ｓ

□男Ｓ □女Ｓ
□男Ｓ

□男Ｓ □女Ｓ
□18男Ｓ □16男Ｓ

関東テニス協会主催ジュニアテニストーナメント申込書

□14男Ｓ □14女Ｓ □12男Ｓ □12女Ｓ

□14男Ｓ

才

KTAジュニア登録番号 JPIN番号 ※IPIN番号

登録番号

※補欠の場合

□参加する　□参加しない

※本大会申込書に記載いただきました個人情報につきましては、参加資格、年齢基準等の確認及び大会に関わる諸
連絡に使用いたします。氏名、年齢、登録番号、団体名につきましては本大会プログラム、ランキングに掲載し、公開
することがあります。さらに、大会の記録として(公財)日本テニス協会、都県テニス協会へ提供いたします。また、情報
誌、記念誌等へ掲載させていただく場合があります。なお、その他個人情報につきましては本人の同意を得ることなく
第三者へ提供いたしません。



ダブルス用 (各大会ごとに１枚ずつ提出）

大会 種目
□関東ジュニア選手権 □18男Ｄ □16男Ｄ □14男Ｄ □12男Ｄ

□18女Ｄ □16女Ｄ □14女Ｄ □12女Ｄ

※IPIN登録番号は登録している方のみ記入してください。

フリガナ

氏　　名

ローマ字

ﾍﾎﾞﾝ式で記入

所属団体名

〒 〒
所属団体 　 　
所在地

TEL  TEL  

〒 〒

本　人

現住所
TEL　　　　　　　　 TEL　　　　　　　　

在籍学校

保護者氏名　　　　　　　　　　　印 保護者氏名　　　　　　　　　　　印

　　　  年(西暦)　　　月　　　日

※補欠の場合

□参加する　　　　□参加しない

生年月日
(西暦)

　　　　年       月　　　　日　（満　　才）

First & middle nameFamily name 

　　　　年       月　　　　日　（満　　才）

Family name First & middle name

関東テニス協会主催ジュニアテニストーナメント申込書

登録番号

氏 氏 名

　　　　　　　学年　　　　　年

名

　　 上記の者が標記大会に参加するに当たり、一切の責任を負うことを誓約し参加申込をいたします。

携帯TEL　　　　　　　　 携帯TEL　　　　　　　　

KTAジュニア登録番号 JPIN番号 ※IPIN番号 KTAジュニア登録番号 JPIN番号 ※IPIN番号

　　　　　　　学年　　　　　年

※本大会申込書に記載いただきました個人情報につきましては、参加資格、年齢基準等の確認及び大会に関わる諸連
絡に使用いたします。氏名、年齢、登録番号、団体名につきましては本大会プログラム、ランキングに掲載し、公開するこ
とがあります。さらに、大会の記録として(公財)日本テニス協会、都県テニス協会へ提供いたします。また、情報誌、記念
誌等へ掲載させていただく場合があります。なお、その他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へ提
供いたしません。


