
2014（平成 26）年 9 月 10 日 

    神奈川県テニス協会 

 

（第５７回女子第５０回） 
 

川崎ジュニアテニス選手権大会要項 
（グレード４A） 

 

主   催     神奈川県テニス協会 

共   催     神奈川県高体連テニス部 

主   管     神奈川県テニス協会ジュニア委員会 

後   援     神奈川県教育委員会 川崎市教育委員会 神奈川県体育協会 神奈川新聞社 横浜市市民局 

協   賛     （株）ダンロップスポーツマーケティング  ウィンザー商事（株）  （株）荏原湘南スポーツセンター 

公   認     関東テニス協会 

 

１．期 間     ２０１４年１２月６日（土）～２０１５年１月１２日（月・祝）、予備日：１３日（火） 

 

２．種目別日程       

２０１４年 12 月         

  6（土） 7(日） 13（土） 14（日） 20（土） 21（日） 23(火祝) 25（木） 26（金） 27（土） 28（日） 29（月）
18 歳以下 男子 予選 予選   予選 予選    予備日 予備日  

 女子  予選 予選  予備日      予備日  

16 歳以下 男子  予選 予選  予選 予選    予備日 予備日  

 女子  予選  予選 予備日      予備日  

14 歳以下 男子       予選 予備日 予選 予選 予備日  

 女子       予選 予備日 予選 予選 予備日  

12 歳以下 男子     予選 予選 予選 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日

 女子     予選  予備日 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日

           

２０１５年 １月         

  5（月） 6（火） 7（水） 10(土） １１（日） 12(月祝) 13（火）   

18 歳以下 男子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日   

 女子 本戦 本戦 本戦 本戦  本戦 予備日 予備日   

16 歳以下 男子 本戦 本戦 本戦 本戦  本戦 予備日 予備日   

 女子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日   

14 歳以下 男子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日   

 女子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日 予備日   

＊ 上記の日程はいずれも予定。申込み数、天候、その他により変更する場合があります。                    

（本日程は上記日程に添って作成予定） 

＊ 他の大会との日程調整はおこないませんので、十分注意して申し込んでください。 

＊ 試合進行の都合上、ナイターになる場合もあります。 

 

３．会場        川崎市営富士見コート、川崎市営等々力コート、横浜市公営（・清水ケ丘・富岡西・本牧・長浜・入船・潮田 

・三ツ沢・今川）コート、小田原テニスガーデン市営コート、サレジオ学院中学校高等学校、 

桐光学園中学校高等学校（以上すべて砂入り人工芝）、荏原湘南スポーツセンター（ハードコート） 

 

４．種目      １８才以下、１６才以下、１４才以下 男女 シングルス・ダブルス 

           １２才以下                男女 シングルスのみ(12 才以下のダブルスはありません) 

 

５．参加資格   ２０１５年（平成２７年）１月１日現在 

           １８才以下  １９９７年（平成 ９年）１月１日以降出生の人 

           １６才以下  １９９９年（平成１１年）１月１日以降出生の人 

           １４才以下  ２００１年（平成１３年）１月１日以降出生の人 

           １２才以下  ２００３年（平成１５年）１月１日以降出生の人 

＊ シングルスとダブルスの年齢によるクロスオーバー（出場）は、両種目とも失格となります。 

（シングルス、ダブルスは同じ年齢の種目に申込んでください。） 

＊ 都県協会または高校・中学校連盟に加盟している団体に所属していること。 

＊ 関東テニス協会にジュニア個人登録を完了し、登録番号をもっていること（参加申込締切時） 

（登録については「関東テニス協会ホームページ」をご覧ください） 

この大会は ２０１５（平成 2７）年の大会です。 

生年月日を確認のうえ、間違いのないよう

申込みをして下さい。 



６．試合方法  予選  ８ゲームプロセット・ノーアドバンテ-ジ方式（８ゲームズオール７ポイントタイブレーク制） 

本戦  ３セットマッチ・ノーアドバンテ―ジ方式（各セット６ゲームズオール７ポイントタイブレーク制） 

※ 審判は、セルフジャッジです。※「カウントコール」は試合上のルールです。ＲＵ（ロービングアンパイア）がつきます。 

その他ルールはＪＴＡ規則に準じつつ、神奈川県テニス協会が定めます。 

 

７．使用球     ダンロップフォート（イエロー） 

 

８．参加料    シングルス、ダブルス 各５，０００円（参加料には関東テニス協会データ処理料が含まれています） 

 

９．申込方法  神奈川県テニス協会ジュニア委員会のホームページ（以下 H・P とします）より申込書をダウンロードし、必要事項を

明確に記入の上、申込書・参加料・申込者一覧表（団体のみ）を共に現金書留郵送にて申し込んで下さい。 

※ 申込書の用紙サイズは必ずＡ４サイズでお願いします。                                     

※ 申込先への申込書、現金の 直接持参 は受付けをしません。 

※ 申込書は、今年度のものをダウンロードし、ご使用下さい。また、同一団体で複数の申込者がいる場合には一括 

して申し込みをして下さい。尚、申込者数の誤りを防止するため、「申込者一覧表」に記入・同封して下さるよう

お願いします。 

※ 神奈川県テニス協会 H・P http://www.kanagawa-tennis.jp にアクセス, 

ジュニア委員会  内に 川崎ジュニア選手権大会 のリンクを掲載します。 

※ 大会要項・申込書等＜県テニス協会主催ジュニアテニス大会含む＞のお知らせはH・P上から利用する方式 

となっています。関係の団体及び参加される選手は、今大会の大会要項・申込書等をダウンロードし、確認して 

下さい。また、仮刷ドローにつきましても掲載しますので、日程・注意事項と合わせてご確認下さい。 

  

10．申込締切   2014 年１０月２４日（金） １８:00 郵送必着厳守。毎年、締切後の到着は返信しています 

 

11．申込先     〒２３０－００５１  

横浜市鶴見区鶴見中央１－１８－２ 井上スポーツ気付 川崎ジュニア大会事務局 宛 

            ℡０４５－５１１－０６６５         『申込書、現金の直接持参は受け付けしません』 

 

12．組合せ抽選  2014 年１１月３日（月・祝）  （株）荏原湘南スポーツセンターにて 

 

13．ドロー発表   １１月１５日（土）以降に神奈川県テニス協会ジュニア委員会の H・P 上にて仮刷ドローの発表を行います。 

（電話、ＦＡＸでの問い合わせには一切応じません。） 

誤りや不明な点がありましたら、１１月２２日（土）までに大会本部（090-9642-1867）ご連絡下さい。 

           ＊＊尚尚、、仮仮刷刷ドドロローーのの訂訂正正をを行行ううここととががああるる為為、、1111 月月２２９９日日（（土土））にに HH・・PP ににてて最最終終確確認認ををおお願願いいししまますす。。  

14．欠場について  本要項の本人参加種目日程の前日１７：００までに欠場届けを必ず荏原 SSC 内に提出して下さい。           

大会欠場届は関東テニス協会 http://www.kanto-tennis.com/withd.pdf からダウンロードし、            

FAX：０４６６－８３－００１２《神奈川県テニス協会ジュニア委員会・荏原 SSC 内》へ送信して下さい。       

15．注意事項   ・本大会は関東テニス協会の公認大会です。ジュニアのコンピューターランキングの資料となりますので

未登録者は出場できません。 

（申込書に登録番号のない選手、申込書に不備＜間違い・読み取れない＞のある選手は受け付けません） 

・本大会は県協会主催大会などの推薦選手選考資料として使用します。また、神奈川県中学テニス大会、

神奈川県高校テニス大会、神奈川県高校新人テニス大会シード選手選考の参考資料になります。 

・申込み後の返金、変更は一切できませんのでご了承願います。 

・この大会の情報を神奈川県テニス協会の H・P にリンクしたジュニアのページに掲載します。 

・ウェアはＪＴA 発行『ＪＴA テニスルールブック 2014』に準じます。 

・不慮の事故・傷病等につきまして、大会側は一切責任を負いかねますので、体調管理等には充分ご注意

下さい。  

・各公営コートには出来る限り公共機関を利用して行かれるようお願いいたします。尚、今回使用するコート

で、サレジオ学院中学校高等学校は自家用車の乗り入れが出来ませんのでご注意願います。 


