
2021（令和 3）年 9 月 29 日 

    神奈川県テニス協会 

 

（第６４回女子第５７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専門部 

主   管     神奈川県テニス協会ジュニア委員会 

後   援     川崎市教育委員会 神奈川県スポーツ協会 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  ウインザー商事（株）  （株）荏原湘南スポーツセンター 

公   認     関東テニス協会 

１．期日      ２０２１年１１月２７日（土）～２０２２年１月１５日（土）、予備日：＜下記日程参照＞ 

２．種目別日程  ※日程はいずれも予定。申込み数、天候、施設利用条件、その他により変更する場合があります。 

2021年
11/27(土） 11/28(日） 12/4(土） 5(日） 11(土） 12(日） 18(土） 19(日） 25(土） 26(日） 27(月） 28（火）

18歳以下 男子 予選 予選 予選 予選 予選 予備日 予選 予選 予備日 予備日
女子 予選 予備日 予選 予備日 予選 予選 予選 予備日
男子 予選 予選 予備日 予選 予選 予選 予選 予選 予選 予選 予備日
女子 予選 予選 予備日 予選 予備日 予選 予備日 予備日 予備日
男子 予選 予選 予備日 予選 予選 予備日 予選 予選 予選 予備日
女子 予選 予選 予備日 予選 予備日 予選 予備日
男子 予選 予備日 予選 予選 予選 予選 予備日 本戦 本戦 本戦 予備日
女子 予選 予選 予選 予備日 予選 予備日 本戦 本戦 本戦 予備日

2022年
1/4(火） 5(水） 6(木） 8(土） 9(日） 10(月祝） 15(土）

男子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日
女子 本戦 予備日 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日
男子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日
女子 本戦 予備日 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日
男子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日
女子 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 本戦 予備日

16歳以下

14歳以下

16歳以下

14歳以下

12歳以下

18歳以下

 

３．大会役員   ディレクター 村田眞吾   レフェリー 南 正樹    

４．会場       川崎市営富士見コート、川崎市営等々力コート、横浜市営コート、県立スポーツセンター 

小田原テニスガーデン、荏原湘南スポーツセンター（ハードコート） 

５．種目      １８歳以下、１６歳以下、１４歳以下 男女 シングルス（本戦 32）・ダブルス（本戦 16） 

           １２歳以下                男女 シングルス（本戦 32）のみ 

６．参加資格   １８歳以下  ２００４年（平成１６年）１月１日以降出生の人 

           １６歳以下  ２００６年（平成１８年）１月１日以降出生の人 

           １４歳以下  ２００８年（平成２０年）１月１日以降出生の人 

           １２歳以下  ２０１０年（平成２２年）１月１日以降出生の人 

＊ シングルスとダブルスの異なる年齢種目にエントリーするクロスオーバー出場は両種目失格となります。 

（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。） 「０ポイント」になります。 

＊ 10 歳以下の選手は、14 歳以下より上の種目に出場してもポイントは付きません。 

＊ 都県協会または高校・中学校体育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（参加申込み時） 

＊ 関東テニス協会の公認大会です。 （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） 

７．試合方法  予選  シングルス／ダブルス ８ゲームプロセット（ノーアドバンテ-ジ） （８-８ ７ポイントタイブレーク） 

本戦  シングルス ３タイブレークセット（ノーアドバンテ―ジ） （各セット６-６ ７ポイントタイブレーク） 

ダブルス  ２タイブレークセット（ノーアドバンテ―ジ） ファイナルセット 10Ｐマッチタイブレーク 

※審判は、セルフジャッジです。 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。 

８．使用球     ダンロップフォート（イエロー）  

この大会は ２０２２（令和４）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。 



９．参加料    シングルス５，５００円、ダブルス ペアで５，５００円（関東テニス協会データ処理料が含まれています） 

10. 申込方法 JOP TENNIS.COM よりネットエントリー（エントリー後は会員情報よりエントリー履歴をご確認ください） 

＜ネットエントリーの手順＞ 会員規約確認 → 会員登録（登録無料）→ 会員番号とパスワード取得 

→ 大会を選択 → お申込み → ペーパーレス決済 → ドロー発表・集合時間確認 → 大会出場 

11．参加料支払い方法 ペーパーレス決済（手数料：330 円）エントリー後に通知される「決済番号」で、コンビニ、銀行、 

ゆうちょ銀行、クレジットカードにてすぐにお支払い頂けます 

支払期限はエントリー日の翌々日 23:59（但し、締切日当日にエントリーした場合、締切日翌日 23:59） 

支払期限までに入金の確認ができない場合、エントリーは自動的にキャンセルとなります 

12．ｷｬﾝｾﾙ・種目変更  締切日 24:00 まで会員サービスのエントリー＆決済履歴でキャンセル、種目変更が出来ます 

キャンセル、種目変更後は必ず「エントリー＆決済履歴」でエントリー内容の確認をお願いします 

１3．申込締切   2021 年 10 月 2４日（日） 24:00 

１4．組合せ抽選  2021 年１１月３日（水）  （株）荏原湘南スポーツセンターにてジュニア委員による選考・ドロー会議 

１5．ドロー発表   １１月 10 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、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１3 日（土）までにメールでお問合せ下さい。 

 メールアドレス： office@kanagawa-tennis.jp  メールタイトル：川崎ジュニア問合せ 

＊尚、ドローの訂正を行うことがある為、11 月 20 日（土）に H・P の確定版（本ドロー）で日程等最終確認をお願

いします。 

＊ネットエントリーに伴いプログラムの配布を廃止します。選手は、HP より必要な大会情報をダウンロードしてくだ

さい。尚、参加賞は今まで通り配付させていただきます。 

１6．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 JOP TENNIS.COM にログインし欠場届け

を提出ください。 

１7．注意事項  ・自然災害、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況などの社会情勢により、試合方法の変更や参加者

数に制限が生じる場合があります。仮ドロー発表時に必ずご確認ください。 

・関東ジュニアテニス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） 

・個人登録証は、携行して受付時に提示してください。 

・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。 

・個人情報の取り扱いについては、主催者に帰属する事とします。また、個人情報につきましては、本人の同意を

得る事なく第三者に提供いたしません。なお、個人を対象とする撮影（ビデオ含）は、対戦相手の承諾を得る事

とします。（撮影時に対戦相手の承諾がない場合には、大会本部より撮影の中止を要請します。） 

・テニスウェアはＪＴA 発行『ＪＴA テニスルールブック 2021』に準じます。 

・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。） 

・不慮の事故等につきまして、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。 

・天候等の理由で試合の有無不明の場合には、定刻までに一旦コートに集合して下さい。日程変更は原則として

会場にて行います。公園事務所や大会本部への電話での問い合わせには応じられません。 

・雨の日の出欠の対応については、試合が出来なければ 出欠は無効にしますが、1ポイントでも試合が始まれば

出欠は有効になります。 

・公共機関の利用をお願いいたします。 



18．コロナ感染予防対策についての注意事項 
（１）本大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施します。参加選手の皆様には、【新型コロナウイルス

感染拡大防止のお願い】にご協力をお願いします。また、感染拡大防止のため大会が中止になる場合がありま
す。 

（２）中止の場合の参加料返金について 
1試合でも行った選手への返金はいたしません。対戦相手欠席（欠場）の場合の不戦勝は、試合を行ったもの
とみなします。試合を行わない場合については必要経費等を差し引いた額の返金をさせていただきます。 

（３）会場の混乱を避けるため、選手1名につき関係者1名のみ来場可能です。 
 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い】 

(1) ２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。 

会場で以下に該当することが判明した場合には、出場を取消し、退場いただく場合があります。 

・平熱を超える発熱 

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

・だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

・嗅覚や味覚の異常 

・体が重く感じる、疲れやすい等 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

・過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への渡航、並び

に当該在住者との濃厚接触がある 

・その他新型コロナウイルス感染の疑いの症状がある 

(2) 大会に参加する方（選手および関係者とも）は参加当日毎に「参加者確認票」（添付）に自宅で記入・検温し受

付に提出してください。 勝ち残った場合は次回来場する際に必ず再度提出ください。 

「参加者確認票」を事前に用意できない方は、自宅で検温し会場に用意した本票に必要事項を記載して提出くだ

さい。提出していただけない場合には参加をお断りする場合があります。 

(3) 大会会場では以下の事項を守ってください。 

・会場で定められた感染防止対策規則に従ってください 

・ＬＩＮＥを利用されている方は「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ポスターのＱＲコードを読み込みシステムに登録くだ

さい 

・既に厚生労働省「ＣＯＣＯＡシステム」をインストール済みの方はBluetoothをオンにしてください 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください 

・受付時は２ｍ以上の距離をおいて並んでください 

・観覧席では距離をおいて座り、大きな声での会話は慎んでください 

・試合中を除きマスクを必ず着用ください 

・ご自身が出したゴミ、空き瓶、空き箱等は必ずお持ち帰りください 

・自分の試合が終了したら直ちに退出ください 

(4) 試合中は以下の事項を守ってください 

・試合中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、息苦しさを感じたらすぐ

に外してください 

・ポイントとポイントの間は対戦相手、ダブルスパートナーと２ｍ以上の距離を確保してください 

・チェンジエンドの際は対戦相手、ダブルスパートナーと２ｍ以上の距離を確保してください 

・ラケット、試合ボール、自分のタオルなどプレーに必要なもの以外には手でふれないでください 

・つばや痰をはくことはひかえてください 

・試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法でかまいません 

・タオルをコート後方の地面に置くことは禁止します。 

(5) 開催後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは、発症した方の濃厚接触者であることが

判明した場合には、神奈川県テニス協会事務局まで速やかに報告ください。 

(6) 感染拡大等のために大会が中止となる場合があることをご承知おきください。 



１． 参加日

２． 大会名／
行事名

会場

３． 氏名 年齢

住所

電話番号

４． 参加当日の体温 ℃

５．

平熱を超える発熱

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

その他気になる症状がある場合は具体的にお書きください

過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されて
いる国・地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある

本紙は1か月経過後に焼却廃棄いたします。

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。

神奈川県テニス協会

問合せ先　080-7793-8317

参 加 者 確 認 票

以下を自宅で記入・検温し、参加当日に受付まで提出ください。

（第64回　女子57回）川崎ジュニアテニス選手権大会

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

ひとつでも「有」がある方は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。
２週間前から参加当日までの間に以下の有無をチェックをしてください。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

 


