
主催 埼玉県テニス協会

公認 関東テニス協会

後援

協力 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

期日 予備日

4/2

4/2

3/21

3/21

会場

ドローサイズ ランキング選出

64名 56名

64名 56名

64名 56名

64名 56名

32組 28組

32組 28組

32組 28組

32組 28組

下記①②③とも満たしている選手

① 所属団体が埼玉県テニス協会にジュニア団体登録している選手。

または、埼玉県高体連、埼玉県中体連に所属している選手。

② JTAジュニア選手登録番号を持っている選手。

③ 関東ジュニア登録番号、34で始まる7桁の番号を持っている選手。

各種目とも下記AとBにより選出します。ダブルスは、全てシングルスの 1/2の人数とする。

A 2022年1月31日付け関東テニス協会HP発表のコンピューターランキング上位 56名。

B 《県民総合スポーツ大会・埼玉県ジュニアテニス大会》県協会推薦上位 8名。(注意事項参照)

各種目とも補欠を数名（組）選出します。

ダ ン ロ ッ プ オーストラリアンオープン(AO)

トーナメント方式

シ ン グ ル ス : 1R　8ゲームプロセット(8-8後タイブレーク)

2R〜F　3セットマッチノーアド(各セット6-6後タイブレーク)

ダ ブ ル ス : 1R　8ゲームプロセット(8-8後タイブレーク)

セルフジャッジ（ロービングアンパイアが巡回します。)

2022年関東ジュニアテニス選手権大会 埼玉県予選大会

2004年1月1日以降出生の者

2006年1月1日以降出生の者

4組18歳以下　男女ダブルス

2010年1月1日以降出生の者

参加資格     

選考方法

使用球

競技方法

ただし、SF・F・順位決定戦は、県審判員によるSCU(ソロチェアアンパイア)方式とします。

審判方法

2008年1月1日以降出生の者

2R〜F　2タイブレークセット ノーアド・ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント）

4組

4組

4組

16歳以下　男女ダブルス

14歳以下　男女ダブルス

12歳以下　男女ダブルス

18歳以下　男女シングルス

16歳以下　男女シングルス

14歳以下　男女シングルス

12歳以下　男女シングルス

2004年1月1日以降出生の者

2006年1月1日以降出生の者

2008年1月1日以降出生の者

2010年1月1日以降出生の者

8名

8名

8名

8名

朝日新聞埼玉少年少女スポーツ

(グレード３A）

埼玉県テニス協会

種目

2022/2/大会名変更＜開　催　要　項＞

会場は無観客として行います。選手以外は会場に入れません。会場へ入場する際に、体調チェックを

し 「入場許可書」を渡します。コート上以外では、必ず首から下げてください。当日の試合終了後、速

  やかに「入場許可書」を返却し、退出ください。ご理解ご協力をお願いいたします。

ダブルスシングルス

18歳以下　男女

参加資格年齢

種目及び参加制限数

3/6～3/20

3/28～4/1

3/13.27.31.4/1

3/6～3/20

16歳以下　男女

14歳以下　男女

12歳以下　男女

3/27～4/1

3/6.27.28.31.4/1

3/5～3/20

2/27～3/20

県協会推薦種目

大宮第二公園 第1テニスコート・川越運動公園テニスコート・さいたま市天沼テニス公園(いずれも砂入人工芝コート)



本大会はネットエントリーです。

大 会 要 項 横の 申 込 下の ボタンをクリックすると、

埼玉県ジュニアテニス選手権大会、申込のシングルスとダブルスのフォーム案内が出ます。

＊ 単複別のフォームです。単複に申込をする場合、同年齢種目に申込んでください。

＊ ダブルスの申込は、どちらか一人の選手が１回のみ送信してください。

＊ 関東登録番号に間違いがあるとランキングが反映されません。良く確認の上入力してください。

受付が完了すると より返信メールが届きます。

メールアドレスが正しく入力されていないと届きません。メールアドレスに間違いがないか確認

からのメールが受信できるよう受信設定を変更してください。

返信メールが届かなかった場合、または訂正や申込をキャンセルしたい場合は、下記項目を

入力しメールでお知らせください。

　メールアドレス

入力事項： ①大会名  ②種目  ③選手氏名  ④内容、またはキャンセル理由  ⑤責任者氏名

2022年 1月20日(木)　24：00　時間を過ぎると申込めません。

2022年 1月25日（火）（予定）申込者全員の氏名を埼玉県テニス協会ホームページに発表します。

申込完了(エントリーリストに氏名があること) を必ず確認してください。

登録番号、氏名、所属等に訂正がある場合は、1月 28日(金) 16:00 までにメールしてください。

2022年 2月 2日(水)（予定）

2022年 2月 7日(月)（予定）

シングルス1名 4,500円（ワンコイン制度金・JPIN運用経費含む）

ダブルス1組 4,500円（ワンコイン制度金・JPIN運用経費含む）

参加費の支払いは大会初日、本部にてお支払いください。

＊ 封筒に、下記必要事項を記入し、参加費 (4,500円丁度) を入れ、選手本人が提出をして

ください。　 お釣りの無いようお願いします。

必要事項 ①県ジュニア ②種目(例：12BS)・ドロー番号

③選手氏名 ④責任者名と連絡先

＊  ドロー発表以後のキャンセル及び欠場については、参加費を徴収します。

本大会は賠償保険には加入していますが、傷害保険には加入しておりません。

埼玉県テニス協会　月・水・金（10:00～16:00）     TEL　048－778－1213

（12月28日から1月4日は休みです。）　　

junior@sta-tennis.org

その他 ＊ 本大会は、「JTAルールブック2021」に準じます。

＊

＊ 新型コロナ感染状況の悪化や悪天候等、その他やむを得ない事情により、日程や試合方法を変更

する場合があります。また、中止する場合があります。

＊

慮しております。余程のことがない限り特別な日程調整はできませんので、ご了承ください。

役員 トーナメントディレクター　　 油井 正幸

アシスタントディレクター　 宮﨑 若子

トーナメントレフェリー　　　 松下 広子

アシスタントフェリー　　　 森 洋子 野本 淳子 岩瀬 靖子 霜野玲子

メールアドレス

エントリー

問合わせ

本大会は、関東テニス協会ジュニアペナルティ規定を採用します。

全国選抜高校テニス大会及び全国選抜中学テニス大会との日程調整については、大会日程で考

リスト発表

ドロー会議

ドロー発表

参加費用

支払方法

してください。またドメイン受信指定などの受信制限を設定されている場合には、

大会保険

申込締切

エントリー

申込方法

 stataikaiuketuke@sta-tennis.org 

 stataikaiuketuke@sta-tennis.org 

junior@sta-tennis.org



★ 《県民総合スポーツ大会・埼玉県ジュニアテニス大会》県協会推薦上位８名について

上記大会で付与された参加資格は、同年齢種目に申込む場合のみ有効とします。

ベスト８の選手がランキングで選出された場合は、ベスト１６の選手まで繰り下げ、順次補充します。

同位者の推薦優先順位は、2021年11月末日付け関東テニス協会HP発表のコンピューターランキングを

使用し、ランキング順とします。ダブルスは、全てシングルスの 1/2の人数とします。

その他大会運営委員会で検討し決定します。

1.

また、他県で登録した選手は、埼玉県へ移動手続きが必要です。

2. 関東テニス協会ジュニア選手登録申請中、及び未登録選手の申込受付はできません。

必ず、関東テニス協会に登録を済ませてから申込んでください。また、所属団体の変更等も関東テニス

協会に至急手続きをしてください。詳細は関東テニス協会ホームページをごらんください。

3. 申込は必ず保護者の了解を得て行ってください。

4. この大会の上位者を埼玉県代表として、7月に行われる｢関東ジュニアテニス選手権大会｣に推薦します。

埼玉県予選大会に出場した選手は他都府県の予選大会には出場できません。

埼玉県出場枠はプログラムに発表します。各種目出場枠に準じて順位決定戦を行います。

5. ダブルエントリーに注意してください。ダブルエントリーとは大会要項で発表されている本戦日程が重複

している 2つ以上の大会の本戦に出場した場合をいいます。本戦日程が重複している大会でどちらも本

戦出場となった場合はどちらかを選び出場してください。

その際、欠場する大会には必ず本戦初日の前日(17:00)までに｢欠場届｣をメールしてください。

6. ドロー発表時に、欠場届申込フォームを掲載します。

欠場が決まった場合は、必要事項を入力し、速やかに欠場届を送信してください。

7. 異なる年齢の2種目以上に申込むことはできません。シングルスとダブルスは、同年齢種目に申込んでく

ださい。例：16歳以下の選手が18歳以下の選手と組んでダブルスに参加する場合、シングルスも18歳以下

の種目に出場となります。

8. 申込を締切った後に、種目の変更はできません。

9. 転居等で他地域から関東での実績がなく申込む選手は、地域記録、全国記録、海外戦績等を入力

してください。その選手の実力評価は申告のあった記録を参考にし、運営委員会で検討し決定します。

10. 新型コロナ感染拡大防止のため、下記注意事項を遵守し、会場では主催者の指示に従うようご理解ご協力

をお願いします。

【出かける前に体調チェック】 【入場チェック】

・検温により平熱の確認 入場時に「入場許可証」を受け取り、

・発熱やせき、のどの痛みな ど風邪 コート上以外では首から下げてください。

　の症状がない 【大会受付では】

・だるさ、息苦しさがない ・並ぶ際には距離を空ける

・臭いや味がいつもと同じ ・集合ミーティングはしません

【オンコートでは】

【感染予防の基本】 ・ベンチ、ネット、審判台に手で触れない 

・三密（「密閉」、「密 集」、「密接」）の回避 ・ベンチに座る際も選手同士の距離を空ける 

・手洗い、アルコー ル等による手指消毒 ・試合の始めと終わりの挨拶は握手ではない方法で 

・マスク着用 ・プレイ中は手で顔に触れない（ハイタッチはしない）

・混雑する交通手段での移動を避ける 【当日の試合が終了したら】

・なるべく距離を空ける 「入場許可証」を返却し速やかに会場から退出願います

　　　　　国際テニス連盟、スポーツ庁、日本スポーツ協会の資料を参考に日本テニス協会が作成したリーフレットを一部抜粋

詳細は、埼玉県テニス協会ホームページ「埼玉県ジュニア選手登録」をごらんください。

＜注意事項＞

この大会にエントリーする選手は、「JTAジュニア選手登録」を済ませてから申込みをしてください。


