
２０１８年１２月２７日 

 

第３９回（２０１９） 神奈川県ジュニアテニス選手権大会要項 
（グレ－ド３Ａ） 

関東ジュニア選手権大会神奈川県選考大会 

 

１．主  催    神奈川県テニス協会          

２．主  管    神奈川県テニス協会ジュニア委員会 

３．後  援    神奈川県・神奈川県教育委員会・横浜市市民局・横浜市テニス協会・川崎市テニス協会 

小田原テニス協会・厚木市テニス協会・神奈川県高体連テニス部・神奈川新聞社 

４．協  力    株式会社ダンロップスポーツマーケティング 株式会社荏原湘南スポーツセンター 

５．公  認    関東テニス協会 

６．期  日    ２０１９年２月１７日（日）～３月３１日（日）予備日含む（日程の通り） 

７．日  程       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本日程は上記日程に添って作成予定です。 

＊本要項に示した日程を変更するような他の大会との日程調整は行いません。また、本日程が、他の

公認大会と重複している場合、ダブルエントリーとなりますのでご注意下さい。 

＊試合進行の都合上、ナイターになる場合もあります。 

 

８．会  場    県内公営コート（砂入り人工芝およびﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）、荏原湘南スポーツセンター（ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）、 

           

９．種  目 １８才以下 男・女 シングルス ６４名以内 ダブルス ３２組以内 (予選なし) 《補欠なし》 

 参 加 数 １６才以下 男・女 シングルス ６４名以内 ダブルス ３２組以内 (予選なし) 《補欠なし》 

  １４才以下 男・女 シングルス ６４名以内 ダブルス ３２組以内 (予選なし) 《補欠なし》 

  １２才以下 男・女 シングルス ６４名以内 ダブルス ３２組以内 (予選なし) 《補欠なし》 

 

10．参加資格  イ）関東テニス協会にジュニアの個人登録がしてあること。 

ロ）ジュニアＪＰＩＮ番号を取得していること。（申請済は可） 

          ハ）２０１９年（平成３１年）１月１日現在 

          １８才以下 ２００１年（平成 １３年）１月１日以降出生の人  

          １６才以下 ２００３年（平成 １５年）１月１日以降出生の人 

          １４才以下 ２００５年（平成 １７年）１月１日以降出生の人 

          １２才以下 ２００７年（平成 １９年）１月１日以降出生の人 

＊シングルスとダブルスで異なる年齢種目への参加は出来ません。 

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。 

複数の年齢種目には申込みできません。 

月日 2/17 2/23 2/24 3/2 3/3 3/9 3/10 3/11 3/18

曜 (日） (土） (日） (土） (日） (土） (日） (月） (月）

男子 ○ ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日

女子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日

男子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日

女子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日

男子 ○ ○

女子 ○ ○ ○

男子 ○ ○ ○

女子 ○ ○ ○

月日 3/21 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

曜 (木・祝） (土） (日） （月） (火） (水） (木） （金） (土） (日）

男子 ○ 予備日 予備日 予備日 予備日

女子 ○ 予備日 予備日 予備日 予備日

男子 予備日

女子 予備日

男子 ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日

女子 ○ ○ ○ ○ 予備日

男子 ○ ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日 予備日 予備日

女子 ○ ○ ○ ○ 予備日 予備日 予備日 予備日 予備日

14歳以下

12歳以下

(注）順位決定戦についても、他大会との日程調整は行いません。

18歳以下

16歳以下

14歳以下

12歳以下

18歳以下

16歳以下



＊２０１９年度、他都道府県ジュニア大会（地域ジュニア予選）に出場した選手は出場できません。 

＊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は参加申込時には完了し、登録番号を持っていること。 

           《ジュニア登録 32・・・・》の番号の選手が申込みできる選手です。 

          ・登録につきましては「関東テニス協会HP」をご覧ください。 http://www.kanto-tennis.com/index.htm 
出場にはジュニアJPIN番号を取得していることが必要です。（申請済は可） 

 

11．試合方法  全種目共通 ― 雨天等により試合方法が変更になる場合があります。 

  １回戦のみ８ゲームプロセットマッチ（8ｹﾞｰﾑｽﾞｵｰﾙ7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ制） 

  ２回戦から３セットマッチ ﾉｰ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式（各ｾｯﾄ６ｹﾞｰﾑｽﾞｵｰﾙ7ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ制） 

ただし、ダブルスは2回戦からはノーアド・2タイブレークセット、ファイナルセット10Ｐマッチタイブレーク方式 

＊審判はセルフジャッジです。※「ｼﾞｬｯｼﾞ・ｶｳﾝﾄｺｰﾙ」をする。ＲＵ（ﾛｰﾋﾟﾝｸﾞｱﾝﾊﾟｲｱ）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。 

＊関東大会への順位決め試合方法は会場にて連絡します。 

 

12．使用球     ダンロップ スリクソン 

 

13．参加料     1/30以降HP仮刷りドロー発表にて出場決定後に、「21,払込み方法の注意」による払込みとします。 

口座払込み以外は受け付けません」 

シングルス  ５，１００円  ダブルス（１組）  ５，１００円 

（参加料5,000円＋ワンコイン制度100円） （この大会はワンコイン制度対象大会です。） 

（参加料には関東テニス協会データ料が含まれています） 

※  仮刷りドロー発表をもって参加料の支払いが発生しますので、ご承知おきください。 

 

14．申込方法   大会所定の申込書（神奈川県テニス協会ジュニア委員会のHP上よりプリントアウトしたもの）に必要事項 

を正確に記入の上、申込書を郵送にて申し込んでください。 

＊神奈川県テニス協会のHP → http://www.kanagawa-tennis.jp 

参加料は同封しないで下さい。（参加料は、仮刷りドロー１月３０日（水）発表予定〕を各自がご確認の上、ド

ロー掲載選手は２月８日（金）までに参加料を郵便局から備え付けの払込取扱票にてお振込みください。 

ダブルスへの申込では必ず先頭（申込書の出場選手左側）に払込み選手名を記入して下さい。 

          尚、シングルスとダブルス２種目出場者は１枚の払込取扱票にて振込可能といたします。 

 

15．申込締切日時  ２０１９年１月２３日（水）１８：００必着（郵送のみ）  

            

16．申 込 先     〒23１-00２８ 横浜市中区翁町１－５－５ 関内スクエアビル３０６号  

及び      神奈川県テニス協会 ジュニア大会事務局 宛 ＴＥＬ ０８０-７７９３-８３１７ 

問合せ先     『神奈川県ジュニア大会申込書』在中 と明記のこと 

           

17．ドロ－会議    ２０１９年１月２６日（土） （株）荏原湘南スポーツセンターにて 

           ※申込締切時の関東テニス協会ランキングデーターを使用してドローを作成します。 

 

18.  仮刷ドロー発表  ２０１９年１月３０日（水）以降に神奈川県テニス協会ジュニア委員会のHP上にて仮刷りドローの発表を 

行います。発表後に不明な点や誤りがありましたら、２月６日（水）までに大会事務局（080-7793-

8317）にご連絡下さい。 

＊＊尚尚、、仮仮刷刷りり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、、２２月月８８日日（（金金））以以降降ににHHPP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 

 

19．欠場について  本要項の本人参加種目日程の前日１７：００までに大会欠場届けを（神奈川県テニス協会ジュニアペー

ジ内からダウンロード） 次のファックス番号まで送信して下さい。FAX：045-663-0558 《神奈川県テ

ニス協会事務局》 

大会当日に体調不良等で急に出場できなくなった場合は、上記事務局にファックスするとともに、 

神奈川県テニス協会事務局（電話 ０８０-７７９３-８３１７）に受付時間前に電話連絡してください。 

 

20．注意事項 ＊抽選結果及び仮刷りドロー・日程は、県テニス協会のＨＰへの掲載を持って出場のお知らせといたします。 

  所属団体や個人宛への抽選結果の通知とドロー発送は行いません。 

＊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－タ－ランキングの資料となりますので、  

未登録者の出場は出来ません。 （申込書に登録番号のない選手「登録申請中の選手も含む」は受け付

けません。）  

＊県高校テニス大会、県高校新人テニス大会、県中庭連テニス大会のドロー作成資料となります。 



＊本大会は全国小学生関東順位決定戦神奈川県予選の参考資料になります。      

＊ダブルエントリ－については『ジュニアプレーヤーのハンドブック』を参考にして下さい。 

＊服装はＪＴＡル－ル規定のテニスウェア（帽子を含む）とします。 

＊選手の所属先名は関東テニス協会に登録してある所属先での参加申込書記載とします。 

特に中・高一貫校所属者など変更が発生している場合は、速やかに関東テニス協会への所属変更手続

きを済ませて下さい。大会参加時の受付時に申し出て、訂正をして下さい。 

＊個人情報の取り扱いについては、主催者に帰属するものとします。また、個人情報につきましては、本人同

意を得ることなく第三者に提供いたしません 

  ＊競技中の不慮の事故、傷病等につきまして、大会主催者側は応急の措置は行いますが、その後の責任は 

    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。 

＊試合当日、雨天の際の電話による問い合わせはできません。日程変更は原則、試合会場にて行います。 

2１．払込み方法の注意    

 

 

 

 

 

   ※仮刷りドロー掲載後・入金後の参加料（ﾜﾝｺｲﾝ含む）は返金・変更は一切できません。 

 

（１）払込み先  ゆうちょ銀行 記号・番号 ００２９０-４-１１２８４６ 
(他金融機関口座からの送金等は本大会ＨＰを確認ください。) 

（２）払込期限  ２月８日（金） 参加料を郵便局から備え付けの払込取扱票にてお振込みください。 

（３）払込方法 （下記青色の郵便局備え付けの払込取扱票（例）を参考してください。） 

ゆうちょ銀行の窓口に備付けの払込取扱票に以下の記入例のように明確に記入し、窓口またはＡＴＭから送金して

下さい。 振込料は、自己負担となります。 

県テニス協会のＨＰにて仮刷りドロー（１月３０日）に名前の載った選手は２月８日（金）までに個人が責任を持っ

て 「ゆうちょ指定口座」に払込み下さい。所属団体がまとめて振込みする必要はありません。 

期限内に払込みがなされていない場合は出場できなくなる可能性があります。 

また、仮刷りドロー掲載発表後は欠場する場合でも払込みは必要となります。 



《払込記入例》  事故防止のため、払込用紙の通信欄は必ず①～⑤を記入してください。 

●通信欄記入内容 

①大会名：神奈川県ジュニアテニス大会  

②関東ｼﾞｭﾆｱ個人登録番号（３２から始まる番号）  氏名：フルネーム 

③所属団体名：（ジュニア登録時における） 

④申込み種目：１８ＢＳ ドロー番号 １～６４   ・・・ 払込む種目のみお書きください 

   ダブルスはパートナーの名前も記入ください。 

   種目の書き方例 年齢区分：１２，１４，１６，１８  男子・女子：B，G  シングルス・ダブルス：Ｓ，Ｄ 

⑤ご自分の住所・氏名・電話番号 

 

       ＊下記の払込取扱票の金額欄に払込み金額（５１００＊種目数）を記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

払込取扱票右側の「振替払込請求書兼受領証」 

（点線枠の部分）が切取られ発行されますので、 

必ず保管しておいてください。 


