
  

第 7 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14 地区大会 

第 9 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール U10 地区大会 

近畿地区 11 月 23 日（月）会場：京都東山 TC 
主 催：公益社団法人日本プロテニス協会 

期 日：11 月 23 日（月）男子カテゴリー 女子カテゴリー 予備日：11 月 29 日（日） 

                                 12 月 6 日（日） 

会 場：京都東山テニスクラブ               コートサーフェス：ハードコート 

住 所：京都府京都市山科区西野山岩ヶ谷町 27 

T E L：075-594-3260 

担 当 者： 藤田・福永          担当者連絡先：075-594-3260 

種 目：１４才以下・１２才以下・１０才以下 各男女シングルス 

参加資格：１４才以下の部（2006 年１月１日以降に出生の者） 

 １２才以下の部（2008 年１月１日以降に出生の者） 

 １０才以下の部（2010 年１月１日以降に出生の者） 

       他県からお申し込みの方は政府や自治体からの移動制限が発令された場合、お断りする可能性もありますので、ご了承ください。 

試合方法：U12 と U14 は 3 セットマッチ 1、２セット目は「4 ゲーム先取」（ノーアド）3 セット目は

マッチタイブレーク（10 ポイント制）短縮型 3 セット。  

U10 は 6 ゲーム先取。 

※申込人数により試合方法を変更する場合があります。 

※荒天等により試合方法を変更する場合があります。 

試 合 球：ブリヂストン XT-8 （但し、10 才以下に関してはグリーンボール） 

参 加 費：U12 と U14 6,500 円 （UTR スコア登録手数料、参加賞代、保険代含む） 

 U10 5,500 円 （参加賞代、保険代含む） 

 ※申込後のエントリー料返金は致しかねますのでご注意ください。 

申込方法：①申込前に電話で申込ご予約をしてください。電話予約優先。 

②申込用紙に必要事項を記入の上、現金書留で申込書と参加料を上記住所まで 

郵送してください。（東山 TC フロントでも申込できます） 

 エントリーリスト・仮ドローは、11 月 18 日（水）に掲載予定です。京都東山 TC ホームペー

ジにも掲載致します。受付時間など、大会注意事項を仮ドローにて事前に確認の上でご参加下

さい。 

※新型コロナウイルスの影響により、試合を中止する可能性もございます。その際、参加費を既に

お支払い済みの場合は、手数料等を差し引いた額を返金となります。 

※試合申込をするにあたり、次ページの、注意事項を必ずご一読ください。ご参加いただく方はこ

の注意事項を理解し同意した上で申し込みをしたものと致します。 

申込期間：2020 年 9 月 21 日（月）～ 11 月 15 日（日）必着 

エントリー数：各カテゴリー28 名まで（上記の申込方法で先着順に受付） 

ドロー発表：11 月 18 日（水）京都東山テニスクラブの HP に掲載予定 

雨 天 時：当日の雨天状況により判断します。大雨の場合は試合開始 1 時間前に決定致します。 

※U12 と U14 は UTR 登録大会です。試合のスコアは UTR に反

映されます。 

 全国大会選抜基準  

 ８ドロー（2BYE）6 名未満の場合は全国大会出場権利が発生しません。 

6名～16名 1名 6名～11名 1名

17名～24名 2名 12名～16名 2名

25名～32名 3名 17名～25名 3名

33名～48名 4名 26名～32名 4名

49名～64名 6名 32名以上 5名

男子 女子



JPTA New Generation Tennis 石黒杯 新型コロナウイルス感染症対策 

大会申込時の注意事項  
地区大会お申込みの方は下記項目を読み、同意の上お申込みください。保護者の皆様も選手本人へ周知をお

願い申し上げます。またお申込みいただいた方は下記内容に同意いただいたものとします。 

 

地区大会参加申込するにあたり、お申込みは下記項目に当てはまる方に限らせていただきます。 

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触は無い 

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない 

□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、並びに

当該在住者との濃厚接触はない。 

 

大会参加時までに下記項目を行い、体調管理を行ってください。 

□大会 1 週間前から当日の朝まで自宅で検温を行い、37.5 度以上の発熱があったり、咳や咽頭痛などウイルス感

染の疑いがある場合は参加を辞退してください。またこの場合の参加料返金はございません。 

 

当日の留意点 

□会場内の人数を減らすために、付添い以外の観戦でのご来場はお控えください。会場には出場者と付添者（なる

べく少人数）でお越しください。 

□受付は分散されるようにカテゴリーごとに時間を分けてあります。受付時間よりあまり早く来過ぎないようにし

てください。また、受付時は距離を空けてください。 

□マスクを持参してください（参加受付時や着替え時等の試合を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用

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実施してください。 

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。 

□大会中に大きな声で会話、応援等をしないでください。 

□運動・試合をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離を空けてください。 

□コートチェンジの際はお互い違うサイドから移動してください。 

□ボールを渡す時は、ラケットを使って渡すようにしてください。 

□試合の結果報告は選手本人のみ、大会本部へ来るようにしてください。 

□試合前後の握手はしないかわりに、開始前に「よろしくお願いします」、終了後に「ありがとうございました」

と言ってお辞儀の挨拶とします。テニスプレーヤーとしてのスポーツマンシップは変わらず大切にしていただき

ますようお願いします。 

□大会終了後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は、地区大会担当に速やかに濃厚接触者の有

無等について報告してください。また、感染に関して日本プロテニス協会への責任は追求しないことに同意願い

ます。 

□ごみは各自お持ち帰りください 

□当大会の参加申込者と保護者は上記の注意事項に同意したものとします。 

 

※全国大会は福岡県北九州市にて 2021 年 2 月 19 日～21 日に開催予定です。大会のご案内につきましては、

2020 年 12 月上旬頃に該当者にプロテニス協会事務局よりご案内を郵送いたします。ただし、新型コロナ

ウイルスの感染状況により全国大会が中止となる可能性もあります。何卒ご了承ください。 



※全項目記入

会場名： 開催日： 11月23日（月）

カテゴリー：

氏名 氏： 名： 性別： 男   ・   女

フリガナ 氏： 名：

Date of Birth

生年月日： 年齢： 歳

住所：
〒

TEL： FAX：

◎新型コロナウイルス感染症対策 大会注意事項を確認し、同意しますので、申込します。

保護者署名欄： 保護者携帯番号：

所属クラブ： 主な戦績：

使用ラケットメーカー 主な使用ガット　  使用シューズ

※個人情報については、本目的以外に使用する事はありません。

◎ 新型コロナウイルス感染症対策　大会申込時の注意事項

地区大会お申込みの方は下記項目を読み、同意の上お申込みください。お申込みいただいた方は同意いただいたものとします。

地区大会参加申込するにあたり、お申込みは下記項目に当てはまる方に限らせていただきます。

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触は無い

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない

□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、並びに当該在住者との濃厚接触はない。

大会参加時までに以下のことを行い、体調管理を行ってください。

□大会1週間前から当日の朝まで自宅で検温を行い、37.5度以上の発熱があったり、咳や咽頭痛などウイルス感染の疑いがある場合は

　参加を辞退してください。またこの場合の参加料返金はございません。

当日の留意点

□会場内の人数を減らすために、付添い以外の観戦でのご来場はお控えください。会場には出場者と付添者（なるべく少人数）でお越しください。

□受付は分散されるようにカテゴリーごとに時間を分けてあります。受付時間よりあまり早く来過ぎないようにしてください。

　また、受付時は距離を空けてください。

□マスクを持参してください（参加受付時や着替え時等の試合を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用してください）

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。

□ごみは各自お持ち帰りください。

□大会中に大きな声で会話、応援等をしないでください。

□運動・試合をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離を空けてください。

□コートチェンジの際はお互い違うサイドから移動してください。

□ボールを渡す時は、ラケットを使って渡すようにしてください。

□試合の結果報告は選手本人のみ、大会本部へ来るようにしてください。

□試合前後の握手はしないかわりに、開始前に「よろしくお願いします」、終了後に「ありがとうございました」と言ってお辞儀の挨拶とします。

　テニスプレーヤーとしてのスポーツマンシップは変わらず大切にしていただきますようお願いします。

□大会終了後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は、地区大会担当に速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

　また、感染に関して日本プロテニス協会への責任は追求しないことに同意願います。

上記の注意事項に同意し、地区大会担当者の指示に従うため、地区大会に申込します。

2020年度　JPTA  ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT

地区大会参加申込書・同意書

2020年　　月　　　日

京都東山テニスクラブ

U10

 西暦　       　　  　年 　　 　月    　        日 学年：中・小　　　　年

都道

府県



※全項目記入

会場名： 開催日： 11月23日（月）

出場カテゴリーに○

カテゴリー：

氏名 氏： 名： 性別： 男   ・   女

フリガナ 氏： 名：

Date of Birth

生年月日： 年齢： 歳

UTRのスコア登録に使用しますので、JPTAの大会に出場経験のある方は以前と同じスペルを記載してください。

Surname Given name

英字氏名 氏： 名：

JPTAトーナメント参加履歴　　：□参加は今年が初めて　　　 □昨年参加経験あり

住所：
〒

TEL： FAX：

◎新型コロナウイルス感染症対策 大会注意事項を確認し、同意しますので、申込します。

保護者署名欄： 保護者携帯番号：

所属クラブ： 主な戦績：

使用ラケットメーカー 主な使用ガット　  使用シューズ

※個人情報については、本目的以外に使用する事はありません。

◎ 新型コロナウイルス感染症対策　大会申込時の注意事項

地区大会お申込みの方は下記項目を読み、同意の上お申込みください。お申込みいただいた方は同意いただいたものとします。

地区大会参加申込するにあたり、お申込みは下記項目に当てはまる方に限らせていただきます。

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触は無い

□地区大会１か月以内に新型コロナウイルス同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない

□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、並びに当該在住者との濃厚接触はない。

大会参加時までに以下のことを行い、体調管理を行ってください。

□大会1週間前から当日の朝まで自宅で検温を行い、37.5度以上の発熱があったり、咳や咽頭痛などウイルス感染の疑いがある場合は

　参加を辞退してください。またこの場合の参加料返金はございません。

当日の留意点

□会場内の人数を減らすために、付添い以外の観戦でのご来場はお控えください。会場には出場者と付添者（なるべく少人数）でお越しください。

□受付は分散されるようにカテゴリーごとに時間を分けてあります。受付時間よりあまり早く来過ぎないようにしてください。

　また、受付時は距離を空けてください。

□マスクを持参してください（参加受付時や着替え時等の試合を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用してください）

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。

□大会中に大きな声で会話、応援等をしないでください。

□運動・試合をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離を空けてください。

□コートチェンジの際はお互い違うサイドから移動してください。

□ボールを渡す時は、ラケットを使って渡すようにしてください。

□試合の結果報告は選手本人のみ、大会本部へ来るようにしてください。

□試合前後の握手はしないかわりに、開始前に「よろしくお願いします」、終了後に「ありがとうございました」と言ってお辞儀の挨拶とします。

　テニスプレーヤーとしてのスポーツマンシップは変わらず大切にしていただきますようお願いします。

□大会終了後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は、地区大会担当に速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

　また、感染に関して日本プロテニス協会への責任は追求しないことに同意願います。

上記の注意事項に同意し、地区大会担当者の指示に従うため、地区大会に申込します。

京都東山テニスクラブ

Ｕ１２　　・　　Ｕ１４

2020年度　JPTA  ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT

地区大会参加申込書・同意書　兼  UTRスコア登録用紙

2020年　　月　　　日

学年：中・小　　　　年 西暦　       　　  　年 　　 　月    　        日

都道

府県
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