
 第91回東海中日ジュニアテニス選手権大会 

 兼　DUNLOP 全日本ジュニアテニス選手権　愛知県予選 

 【日程・会場】 

 6月4日（土）  6月5日（日）  6月11日（土）  6月12日（日） 

 小幡緑地 

 【西園】 

 18 BS　1～4R 

 　09:00　1-64 

 　11:00　65-96 

 18 GS　1～4R 

 　09:00　1-64 

 　11:00　65-96 

 14 BD　1～4R 

 　09:00　1-48 

 12 GD　1R～3R 

 　09:00　1-32 

 12 BS　1R～3R 

 　11:00　1-64 

 14 GD　1～4R 

 　09:00　1-48 

 12 BD　1R～3R 

 　09:00　1-32 

 12 GS　1R～3R 

 　11:00　1-64 

 愛工大名電 

 神領コート 

 18 BD　1～4R 

 　09:00　33-48 

 16 BD　1～4R 

 　09:00　1-16 

 16 BS　1～4R 

 　09:00　65-96 

 名古屋 

 高校 

 18 BD　1～4R 

 　09:00　1-16 

 16 BD　1～4R 

 　09:00　17-48 

 16 BS　1～4R 

 　09:00　17-48 

 中部大学 

 春日丘高校 

 18 BD　1～4R 

 　09:00　17-32 

 16 BS　1～4R 

 　09:00　1-16 

 49-64 

 愛知啓成 

 高校 

 18 GD　1～4R 

 　09:00　17-32 

 16 GS　1～4R 

 　09:00　49-64 

 81-96 

 16 GD　1～4R 

 　09:00　1-16 

 修文大学 
 18 GD　1～4R 

 　09:00　1-16 

 16 GS　1～4R 

 　09:00　65-80 

 名経大市邨 

 高校 

 14 BS　1～4R 

 　09:00　1-32 

 　11:00　33-48 

 名経大高蔵 

 高校 

 18 GD　1～4R 

 　09:00　33-48 

 14 GS　1～4R 

 　09:00　1-32 

 　11:00　33-48 

 14 BS　1～4R 

 　09:00　49-80 

 　11:00　81-96 

 瀬戸西 

 高校 

 16 GS　1～4R 

 　09:00　1-32 

 　11:00　33-48 

 16 GD　1～4R 

 　09:00　17-48 

 岡崎西 

 高校 

 14 GS　1～4R 

 　09:00　49-80 

 　11:00　81-96 



 【会場・アクセス】　  ＊学校会場は駐車場がありません。 

 1.  小幡緑地【西園】  ＊向かいのスーパー駐車場へ停めることはしないでください。迷惑行為です。 

 〒463-0094　愛知県名古屋市守山区大字牛牧字中山1632-1 

 2.  愛工大名電 神領グラウンド  　  ＊千種区にある学校の構内ではありません。 

 〒486-0821　愛知県春日井市神領町1丁目1-7 

 3.  名古屋中学校・高等学校 

 〒461-8676　愛知県名古屋市東区砂田橋二丁目1番58号 

 4.  中部大学春日丘高等学校 

 〒487-8501　愛知県春日井市松本町1105番地 

 5.  愛知啓成高等学校  　  ＊テニスコートは愛知文教女子短期大学向かい側にあります。 

 〒492-8529　愛知県稲沢市西町1丁目1番41号 

 6.  修文大学・修文大学短期大学部 

 〒491-0938　愛知県一宮市日光町6 

 7.  名古屋経済大学 市邨中学校・高等学校 

 〒464-8533　愛知県名古屋市千種区北千種3丁目1−37 

 8.  名古屋経済大学高蔵高等学校・中学校 

 〒467-8558　名古屋市瑞穂区高田町3丁目28番地の1 

 9.  愛知県立瀬戸西高等学校 

 〒489-0875　愛知県瀬戸市緑町1－140 

 10.  愛知県立岡崎西高等学校 

 〒444－0915　愛知県岡崎市日名南町7番地 

 【注意事項】 

 1.  集合時間厳守。試合開始時刻（日程表記載時刻）の10分前までに着替えて、本部に出席を届けて下さ 

 い。試合開始時刻までに受付されなかった場合、棄権となります。 

 2.  ドロー発表後に欠場する選手は、下記内容をメール（  chunichijr-info@aichi-tennis.org  ）してください。 

 （要項にはFAXを送ってくださいと記載されています。今回はFAXでも構いません。） 

 　　　　【記載内容】  ①氏名（所属団体）　②出場種目　③ドロー番号 

 　　　　　　　　　  ④試合日・試合会場　⑤欠場理由　⑥連絡先（電話番号） 

 3.  大会2日前までの欠場に伴う補欠の補充は、  前日の12:00頃（土曜の試合は金曜、日曜の試合は土曜） 

 に補欠の繰り上げリストを  JTAプレイヤーゾーン  の「Overview」に掲載します。補欠選手は必ず確  認してく 

 ださい。（所属団体へ連絡はしないので、各自で確認してください。） 

 4.  大会前日・当日に欠場者が出た場合、大会当日に各会場でサインインした選手（組）の中からJTAプレイ 

 ヤーゾーンの「開催種目および受入順位」の該当種目に載っている、アクセプタンスリストの「Reserve list 

 」の上位から順に補欠の補充を行います。 

 5.  補欠選手が出場できた場合の参加料（3,720円）は当日会場で支払って下さい。 

 6.  服装は「JTA テニスルールブック2022」に記載の通りです。 

 7.  競技方法（試合の方法・試合前の練習など）は要項に記載の通りです。 

 8.  試合終了後、勝者はスコアを本部に届けてください。試合で使用したボールは敗者の持ち帰りです。 

 9.  ゴミは必ず全て持ち帰ってください。会場に迷惑となる行為をしないでください。 

 10.  撮影をされる方は、当日各会場のコートレフェリーに許可を得てください。 

 11.  出場前に  「  大会参加にあたってのチェックリスト  」  (左記リンクもしくは愛知県テニス協会HP内)を参照く  ださ 

 い。 

 12.  試合当日、選手、保護者（選手1名につき1名まで）、指導者等の会場入場者には新型コロナウイルス感 

 染症対策  「  申告書  」  （左記リンクもしくは愛知県テニス協会 HP よりダウンロード）を提出してもらいま  す。 

 13.  東海大会への申込は、4ページ目に記載してあります。ご確認ください。 

https://www.aichi-koen.com/obata/
https://goo.gl/maps/Dq8TxQs5rF5P7UL66
https://www.meigaku.ac.jp/about/access/
https://www.haruhigaoka.ed.jp/senior/location/
https://www.keisei.ed.jp/information/access.html
https://www.shubun.ac.jp/outline/access/
https://stock.ichimura.ed.jp/access/
https://www.takakura-hj.info/access
http://www.setonishi-h.jp/shokai.html#secAccess
https://okazakinishi-h.aichi-c.ed.jp/access.html
mailto:chunichijr-info@aichi-tennis.org
https://jta.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=51CC90FB-AE36-4D6A-9AAA-C2D06D5475FC
http://www7b.biglobe.ne.jp/~aichi-tennis/pdf/info/coronavirus_jrcheckp.pdf
http://www7b.biglobe.ne.jp/~aichi-tennis/pdf/info/coronavirus_jrdeclaration.pdf


 【東海枠選手リスト】 

 　次の選手は東海枠として選出されたため、愛知県予選を免除します。 

 　JTAプレイヤーゾーンの「開催種目および受入順位」には「Extra」と表示されています。 

 男子シングルス東海枠選手  女子シングルス東海枠選手 

 BS 12  松岡  朔杜  チェリーＴＣ 

 BS 12  寺澤  想人  テニスラウンジ 

 BS 14  山下  航大  チェリーＴＣ 

 BS 16  熊田  健斗  名経大市邨高校 

 BS 18  河田  健太  名古屋高校 

 BS 18  丸井  優希  名古屋高校 

 GS 12  駒田  唯衣  ＧＩＴＣ 

 GS 12  阪口  心乃  ウィルＴＡ瀬戸 

 GS 14  上村  睦実  名古屋ＬＴＣ 

 GS 16  津田  梨央  名経大市邨高校 

 GS 16  成田  百那  名経大市邨高校 

 GS 16  名倉  万稀  チェリーＴＣ 

 GS 18  山本  未来  椙山女学園高 

 男子ダブルス東海枠選手  女子ダブルス東海枠選手 

 BD 14  松本  快  守山東中学 

 松本  経  守山東中学 

 BD 14  水谷  颯太  ＴＥＡＭ松山 

 福岡  新太  スポルトＴＡ 

 BD 16  内田  真翔  チェリーＴＣ 

 後藤  章一郎  名経大市邨高校 

 GD 14  服部  友維  名古屋ＬＴＣ 

 上村  睦実  名古屋ＬＴＣ 

 GD 16  津田  梨央  名経大市邨高校 

 成田  百那  名経大市邨高校 

 GD 16  渡邉  菜央  椙山女学園高 

 杉村  優月  聖霊高校 

 GD 18  山本  未来  椙山女学園高 

 高田  知穂  椙山女学園高 

 GD 18  西  遥花  愛知啓成高校 

 斉藤  双葉  愛知啓成高校 

 　上記選手はスポーツサンライズより他の選考されなかった選手同様のメールが配信されます。ご注意くださ 

 い。 

 残念ながらカットラインを通過できませんでした。またのエントリーをお待ちしております。 

 ※大会によって「補欠の選考」を行う大会があります。「OPドロー・結果」をご確認下さい。 

 【ドロー】 

 　  JTAプレイヤーゾーン  で確認してください。 

 【補欠選手リスト】 

 　  JTAプレイヤーゾーン  にて順位を公開しています。「開催種目および受入順位」の該当種目に載っている、  ア 

 クセプタンスリストの「Reserve list」の上位から順に補欠の補充を行います。大会2日前までの欠場に伴う補欠の 

 補充は、  前日の12:00頃（土曜の試合は金曜、日曜の試合は土曜）に補欠の繰り上げリストをJTAプレイ  ヤー 

 ゾーンの「Overview」に掲載します。補欠選手は必ず確認してください。（所属団体へ連絡はしないので、各自 

 で確認してください。） 

 　大会前日・当日に欠場者が出た場合、大会当日に各会場でサインインした選手（組）の中からJTAプレイヤー 

 ゾーンの「開催種目および受入順位」の該当種目に載っている、アクセプタンスリストの「Reserve list」の上位か 

 ら順に補欠の補充を行います。 

https://jta.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=51CC90FB-AE36-4D6A-9AAA-C2D06D5475FC
https://jta.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=51CC90FB-AE36-4D6A-9AAA-C2D06D5475FC


 【第91回東海中日ジュニアテニス選手権大会　兼　DUNLOP 全日本ジュニアテニス選手権　東海地域予選へ 

 のエントリー方法】 

 大会要項  東海テニス協会HP  を参照してください。 

 申込資格  1.  今大会にエントリーし、「東海枠」として選出された選手（組） 

 2.  今大会に出場し、ブロック勝ち上がり選手（組） 

 3.  今大会に出場し、ブロック決勝進出者（組）  ＊振込は出場が決まった後、こちらから連絡します。 

 東海大会への 

 推薦順位 

 「申込資格」1〜3の順。3.はエントリー時点でのポイント上位者順。 

 参加料  全年齢・全種目　5,800円（5,500円+ﾜﾝｺｲﾝ制度金100円＋JPIN運用経費200円） 

 支払方法  ①　下記口座に振込をしてください。 

 ②　振込人名義は  「選手名」  で振り込んでください。 

 　  （「選手名」でないと振込確認ができず、エントリー不備となる場合があります） 

 ③　複数名まとめて振り込む場合は、その選手名が分かるように振込人名義に書き込んでください。 

 　（兄弟の場合「ｱｲﾁ ﾀﾛｳ ｼﾞﾛｳ」、ダブルスの場合「ｱｲﾁ ﾀﾛｳ ﾄｳｶｲ ｼﾞﾛｳ」など） 

 【振込口座】 

 　　銀行名：　ゆうちょ銀行　　金融機関コード：9900　　店番：089　　 

 　　店名：〇八九店（ゼロハチキユウ店）　　預金種目：当座　　口座番号：0040828 

 申込方法  下記URLもしくはQRコードからネットエントリー 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnCp9icRIdwwZUke4rHbd0kLBRBq_l6yNjOsCA98j8 

 47v7zw/viewform?usp=sf_link 

 申込確認  下記URLより確認可能です。 

 《注意》　5分おきに更新されるので、エントリー後すぐには反映されません。しばらく経ってから確認してく 

 ださい。 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1xPTCpg_TacOJFbujQ2jParh86cUYNy178 

 -eg3ekJ1dllcWJo95H0NiXYn4PEh6mZt9GRVCZBvx_f/pubhtml 

 支払期限および 

 申込締切 

 2022年6月14日（火）　16:00 

 　天候不順などで日程変更になった場合は、愛知県テニス協会HPにて締切日変更の連絡をします。 

 問い合わせ先  愛知県テニス協会　ジュニア委員会　エントリー担当　  junior-entry@aichi-tennis.org 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~toukai-tennis/tournaments/2022.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnCp9icRIdwwZUke4rHbd0kLBRBq_l6yNjOsCA98j847v7zw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnCp9icRIdwwZUke4rHbd0kLBRBq_l6yNjOsCA98j847v7zw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1xPTCpg_TacOJFbujQ2jParh86cUYNy178-eg3ekJ1dllcWJo95H0NiXYn4PEh6mZt9GRVCZBvx_f/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1xPTCpg_TacOJFbujQ2jParh86cUYNy178-eg3ekJ1dllcWJo95H0NiXYn4PEh6mZt9GRVCZBvx_f/pubhtml
mailto:junior-entry@aichi-tennis.org

