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U14U14U14U14・・・・U12U12U12U12    ＜グレード４＜グレード４＜グレード４＜グレード４----Ｃ＞Ｃ＞Ｃ＞Ｃ＞    2022 年 2月 16日発表 

第第第第 11116666 回山中湖ジュニアトーナメント回山中湖ジュニアトーナメント回山中湖ジュニアトーナメント回山中湖ジュニアトーナメントをををを開催いたします。開催いたします。開催いたします。開催いたします。    

2019201920192019 年年年年大会大会大会大会以来以来以来以来のののの開催開催開催開催ににににななななりりりりまままますすすす。。。。皆様の皆様の皆様の皆様の参加をお待ちしています。参加をお待ちしています。参加をお待ちしています。参加をお待ちしています。    

《《《《    大大大大    会会会会    要要要要    項項項項    》》》》    

■■■■大 会大 会大 会大 会 名名名名：：：：    第第第第 11116666 回山中湖ジュニアテニストーナメント回山中湖ジュニアテニストーナメント回山中湖ジュニアテニストーナメント回山中湖ジュニアテニストーナメント 2020202022222222    

■■■■主主主主 催催催催：：：：    エストテニスクラブエストテニスクラブエストテニスクラブエストテニスクラブ        

■■■■協協協協 力力力力：：：：    山梨学院大女子テニス部山梨学院大女子テニス部山梨学院大女子テニス部山梨学院大女子テニス部    

■■■■公公公公 認認認認：：：：    関東テニス協会、山梨県テニス協会関東テニス協会、山梨県テニス協会関東テニス協会、山梨県テニス協会関東テニス協会、山梨県テニス協会    

■■■■協協協協 賛賛賛賛：：：：    ヨネックスヨネックスヨネックスヨネックス㈱㈱㈱㈱    

■■■■期期期期 日日日日：：：：    2022022022022222 年年年年 5555 月月月月 28282828 日（日（日（日（土土土土）～）～）～）～6666 月月月月 4444 日（日（日（日（土土土土）予備日）予備日）予備日）予備日 5555 日（日（日（日（日日日日））））    

■■■■日程日程日程日程＆種＆種＆種＆種目目目目：：：：        

        5555 月月月月 28282828 日（日（日（日（土土土土））））    5555 月月月月 29292929 日（日（日（日（日日日日））））    6666 月月月月 4444 日（日（日（日（土土土土））））    6666 月月月月 5555 日（日（日（日（日日日日））））    

男子男子男子男子    女子女子女子女子    

14141414 歳以下シングルス歳以下シングルス歳以下シングルス歳以下シングルス    

2002002002008888 年（平成年（平成年（平成年（平成 20202020 年）年）年）年）    

１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者    

予選予選予選予選    

1111ＲＲＲＲ～～～～FFFF    

本戦本戦本戦本戦    

1111ＲＲＲＲ    2222ＲＲＲＲ    3333ＲＲＲＲ    

本戦本戦本戦本戦    

ＳＦＳＦＳＦＳＦ    ＦＦＦＦ    
予備日予備日予備日予備日    

男子男子男子男子    女子女子女子女子    

12121212 歳以下シングルス歳以下シングルス歳以下シングルス歳以下シングルス    

2020202010101010 年（平成年（平成年（平成年（平成 22222222 年）年）年）年）    

１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者１月１日以降出生の者    

予選予選予選予選    

1111ＲＲＲＲ～～～～FFFF    

本戦本戦本戦本戦    

1111ＲＲＲＲ    2222ＲＲＲＲ    3333ＲＲＲＲ    

本戦本戦本戦本戦    

ＳＦＳＦＳＦＳＦ    ＦＦＦＦ    
予備日予備日予備日予備日    

    

■■■■サーフェサーフェサーフェサーフェスススス：：：：    山中湖平野ミッチーラブ、スペランザ丸石山中湖平野ミッチーラブ、スペランザ丸石山中湖平野ミッチーラブ、スペランザ丸石山中湖平野ミッチーラブ、スペランザ丸石    ほか周辺クレーコートほか周辺クレーコートほか周辺クレーコートほか周辺クレーコート        

■■■■試 合試 合試 合試 合 球球球球：：：：    YYYYONEX TOUR PLATINUMONEX TOUR PLATINUMONEX TOUR PLATINUMONEX TOUR PLATINUMmmmm    

■■■■試 合 方試 合 方試 合 方試 合 方 法法法法：：：：    トーナメント方式（予選・本戦；トーナメント方式（予選・本戦；トーナメント方式（予選・本戦；トーナメント方式（予選・本戦；1111 セットセットセットセットマッチ）マッチ）マッチ）マッチ）    

                                    各種目各種目各種目各種目    本戦本戦本戦本戦 32323232 名（ﾀﾞｲﾚｸﾄ名（ﾀﾞｲﾚｸﾄ名（ﾀﾞｲﾚｸﾄ名（ﾀﾞｲﾚｸﾄ 12121212----16161616 名名名名    WCWCWCWC 含む含む含む含む    以下予選）以下予選）以下予選）以下予選）    予選予選予選予選////    男子・女子フリー男子・女子フリー男子・女子フリー男子・女子フリー    

■■■■参 加 資参 加 資参 加 資参 加 資 格格格格：：：：    大会申し込み時に関東テニス協会個人登録をすませている者大会申し込み時に関東テニス協会個人登録をすませている者大会申し込み時に関東テニス協会個人登録をすませている者大会申し込み時に関東テニス協会個人登録をすませている者    

■■■■参 加参 加参 加参 加 料料料料：：：：    1111 人４人４人４人４５５５５００円（税込）００円（税込）００円（税込）００円（税込）    感染拡大により感染拡大により感染拡大により感染拡大により開催開催開催開催前前前前にににに中止中止中止中止する場合は手数料を差引返金します。する場合は手数料を差引返金します。する場合は手数料を差引返金します。する場合は手数料を差引返金します。    

■■■■申 込 締申 込 締申 込 締申 込 締 切切切切：：：：    4444 月月月月 25252525 日（日（日（日（月月月月））））24242424：：：：00000000 までまでまでまで    

■■■■申 込申 込申 込申 込 手手手手 順順順順：：：：    JOP TENNIS.COM JOP TENNIS.COM JOP TENNIS.COM JOP TENNIS.COM よりネットエントリーよりネットエントリーよりネットエントリーよりネットエントリー    

    エントリー方エントリー方エントリー方エントリー方法法法法        http://www.jophttp://www.jophttp://www.jophttp://www.jop----tennis.com/J/tennis.com/J/tennis.com/J/tennis.com/J/    よりネットエントリーよりネットエントリーよりネットエントリーよりネットエントリー    

①①①①携帯からもエントリー可携帯からもエントリー可携帯からもエントリー可携帯からもエントリー可    会員規約確認→会員登録→会員規約確認→会員登録→会員規約確認→会員登録→会員規約確認→会員登録→会員番号とパスワード取得→大会を選択→会員番号とパスワード取得→大会を選択→会員番号とパスワード取得→大会を選択→会員番号とパスワード取得→大会を選択→    

お申込→ペーパーレス決済→ドロー発表→集合時間確認→大会出場お申込→ペーパーレス決済→ドロー発表→集合時間確認→大会出場お申込→ペーパーレス決済→ドロー発表→集合時間確認→大会出場お申込→ペーパーレス決済→ドロー発表→集合時間確認→大会出場    

②②②②締切日締切日締切日締切日 4444 月月月月 22225555 日（日（日（日（月月月月）を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。（参加料が発生）を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。（参加料が発生）を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。（参加料が発生）を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。（参加料が発生））））    

③③③③大会キャンセル：大会キャンセル：大会キャンセル：大会キャンセル：4444 月月月月 24242424 日（日（日（日（日日日日））））24242424：：：：00000000 までは、会員サービスのエントリー＆決済履歴までは、会員サービスのエントリー＆決済履歴までは、会員サービスのエントリー＆決済履歴までは、会員サービスのエントリー＆決済履歴でキャンセでキャンセでキャンセでキャンセ    

ル及び種目変更が出来ます。ル及び種目変更が出来ます。ル及び種目変更が出来ます。ル及び種目変更が出来ます。（（（（PCPCPCPC のみ）キャンセル・種目変更後は、のみ）キャンセル・種目変更後は、のみ）キャンセル・種目変更後は、のみ）キャンセル・種目変更後は、必ず必ず必ず必ずエントリー＆決済履歴でエエントリー＆決済履歴でエエントリー＆決済履歴でエエントリー＆決済履歴でエ

ントリーントリーントリーントリー内容内容内容内容の確認をおの確認をおの確認をおの確認をお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします    

④④④④締切日以締切日以締切日以締切日以降降降降のののの欠欠欠欠場は、場は、場は、場は、FFFFAXAXAXAX：：：：055055055055----222222222222----4030403040304030    EEEEmmmmaaaaiiiillll    ddddeeeear@ar@ar@ar@estcestcestcestclublublublub....co.jpco.jpco.jpco.jp    へ届けへ届けへ届けへ届けて下さい。て下さい。て下さい。て下さい。    

⑤⑤⑤⑤おおおお支払支払支払支払い方法：ペーパーレス決済のみ（手数料：い方法：ペーパーレス決済のみ（手数料：い方法：ペーパーレス決済のみ（手数料：い方法：ペーパーレス決済のみ（手数料：330330330330 円）円）円）円）    

ペーパーレス決済：エントリー後、ペーパーレス決済：エントリー後、ペーパーレス決済：エントリー後、ペーパーレス決済：エントリー後、通知通知通知通知さささされれれれるるるる「「「「決済番号決済番号決済番号決済番号」」」」にて、コンビニ、にて、コンビニ、にて、コンビニ、にて、コンビニ、銀行銀行銀行銀行、、、、ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行、、、、    

ｸﾚｸﾚｸﾚｸﾚｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｯｯｯｯﾄﾄﾄﾄｶｰｶｰｶｰｶｰﾄﾞ決済でおﾄﾞ決済でおﾄﾞ決済でおﾄﾞ決済でお支払支払支払支払いいいい頂け頂け頂け頂けますますますます。。。。    

⑥⑥⑥⑥おおおお支払支払支払支払期期期期限限限限：エントリー日の：エントリー日の：エントリー日の：エントリー日の翌々翌々翌々翌々日日日日 23232323：：：：59595959    

（（（（但但但但し、締切日し、締切日し、締切日し、締切日当当当当日にエントリーした場合は、締切日日にエントリーした場合は、締切日日にエントリーした場合は、締切日日にエントリーした場合は、締切日翌翌翌翌日日日日 23232323：：：：59595959））））    

※支払※支払※支払※支払い期い期い期い期限限限限までにまでにまでにまでに入入入入金の確認が出来金の確認が出来金の確認が出来金の確認が出来なななない場合、い場合、い場合、い場合、ｴﾝｴﾝｴﾝｴﾝﾄﾄﾄﾄﾘｰﾘｰﾘｰﾘｰはははは自動的自動的自動的自動的ににににｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙさささされれれれますのでごますのでごますのでごますのでご注意くだ注意くだ注意くだ注意くださいさいさいさい    

⑦⑦⑦⑦    ネットエントリーに関するおネットエントリーに関するおネットエントリーに関するおネットエントリーに関するお問問問問い合い合い合い合わわわわせせせせ先先先先    

ススススポポポポーーーーツツツツサンラサンラサンラサンライズイズイズイズ    TELTELTELTEL：：：：042042042042－－－－580580580580－－－－4601460146014601（平日（平日（平日（平日    10101010：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000））））    

■■■■組組組組合せ発表合せ発表合せ発表合せ発表：：：：    5555 月月月月 19191919 日（日（日（日（木木木木））））    大会大会大会大会ホホホホーーーームムムムページページページページ発表（参加者リストは発表（参加者リストは発表（参加者リストは発表（参加者リストは 11112222 日（日（日（日（木木木木）に発表します））に発表します））に発表します））に発表します）    

■■■■大会大会大会大会事務局事務局事務局事務局：：：：    〒〒〒〒400400400400----0822082208220822    山梨県山梨県山梨県山梨県甲府市里吉３－８甲府市里吉３－８甲府市里吉３－８甲府市里吉３－８    エストテニスクラブエストテニスクラブエストテニスクラブエストテニスクラブ内内内内    

                                                                                                                        TEL055TEL055TEL055TEL055----222222222222----0040004000400040    FFFFAX055AX055AX055AX055----222222222222----4030403040304030        ddddeeeear@ar@ar@ar@estcestcestcestclublublublub.co.jp.co.jp.co.jp.co.jp    

山中湖ジュニアテニストーナメント山中湖ジュニアテニストーナメント山中湖ジュニアテニストーナメント山中湖ジュニアテニストーナメント 2022022022022222    



■■■■ディレクタディレクタディレクタディレクターーーー：：：：    富岡好富岡好富岡好富岡好平平平平            

■■■■レ フ ェ リレ フ ェ リレ フ ェ リレ フ ェ リ ーーーー：：：：    仲沢仲沢仲沢仲沢一雄一雄一雄一雄    

■■■■そそそそ のののの 他他他他：：：：    雨天雨天雨天雨天の時も会の時も会の時も会の時も会場に集合して下さい。場に集合して下さい。場に集合して下さい。場に集合して下さい。運営上運営上運営上運営上ナナナナイタイタイタイターの場合もーの場合もーの場合もーの場合もああああります。ります。ります。ります。天候天候天候天候により日程が変更さにより日程が変更さにより日程が変更さにより日程が変更されれれれるるるる    

場合場合場合場合ががががあああありますりますりますります。。。。    

個人登録個人登録個人登録個人登録証証証証は携は携は携は携行行行行して下さい。して下さい。して下さい。して下さい。    ここここの時期にの時期にの時期にの時期に他他他他の大会との大会との大会との大会と同同同同時に参加する選手は、時に参加する選手は、時に参加する選手は、時に参加する選手は、ダダダダブルエントリーにブルエントリーにブルエントリーにブルエントリーになななならららら

なななないよいよいよいよううううにににに注意注意注意注意してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい....欠欠欠欠場する場する場する場する場合は場合は場合は場合は必ず必ず必ず必ず欠欠欠欠場場場場届け届け届け届けをををを提提提提出して下さい。出して下さい。出して下さい。出して下さい。    

そそそそのののの他他他他テニスルールブックにテニスルールブックにテニスルールブックにテニスルールブックに従従従従います。います。います。います。    またまたまたまた関東テニス協会ジュ関東テニス協会ジュ関東テニス協会ジュ関東テニス協会ジュニアトーナメントペナルテニアトーナメントペナルテニアトーナメントペナルテニアトーナメントペナルティィィィー規ー規ー規ー規定定定定をををを

採用採用採用採用します。またします。またします。またします。また上上上上の年の年の年の年齢齢齢齢種目に参加する選手、個人種目に参加する選手、個人種目に参加する選手、個人種目に参加する選手、個人情報情報情報情報の取りの取りの取りの取り扱扱扱扱いいいい等等等等ににににつつつついては、関東テニス協会規いては、関東テニス協会規いては、関東テニス協会規いては、関東テニス協会規定定定定

によります。によります。によります。によります。    

コロナコロナコロナコロナウィウィウィウィルス感染ルス感染ルス感染ルス感染状況状況状況状況、、、、雨天等雨天等雨天等雨天等にににによりよりよりより途途途途中中中中中止中止中止中止するするするする事事事事ももももああああります。ります。ります。ります。途途途途中中中中中止中止中止中止のののの場合場合場合場合返金返金返金返金ははははあああありりりりまままませせせせん。ん。ん。ん。

また会場はまた会場はまた会場はまた会場は「密」「密」「密」「密」をををを避け避け避け避けるためるためるためるため入入入入場場場場制限制限制限制限をををを行行行行ななななうううう事事事事ももももあああありりりります。ます。ます。ます。そそそそのののの他他他他、、、、検温検温検温検温・・・・消毒など対策消毒など対策消毒など対策消毒など対策にご協力おにご協力おにご協力おにご協力お

願願願願いします。いします。いします。いします。    

 

 

 

＜＜＜＜コロナコロナコロナコロナウィウィウィウィルス感染ルス感染ルス感染ルス感染防防防防止に止に止に止に対対対対するするするする遵守事項遵守事項遵守事項遵守事項＞＞＞＞    

    

１．１．１．１．    以下の以下の以下の以下の事項事項事項事項にににに該当該当該当該当する場合は、する場合は、する場合は、する場合は、自自自自主主主主的的的的に大会会場に大会会場に大会会場に大会会場へへへへの来場の来場の来場の来場自体自体自体自体をををを見見見見合合合合わわわわせるせるせるせるここここと。と。と。と。        

・発・発・発・発熱熱熱熱、、、、咳咳咳咳、、、、咽頭通など風邪咽頭通など風邪咽頭通など風邪咽頭通など風邪のののの症状症状症状症状ががががああああり、り、り、り、体調体調体調体調がよがよがよがよくなくなくなくないといといといと判断判断判断判断するとき。するとき。するとき。するとき。        

・・・・同居家族や身近な知同居家族や身近な知同居家族や身近な知同居家族や身近な知人に感染が人に感染が人に感染が人に感染が疑われ疑われ疑われ疑われる方がいる場合。る方がいる場合。る方がいる場合。る方がいる場合。        

・過・過・過・過去１去１去１去１４日以４日以４日以４日以内内内内にににに政府政府政府政府からからからから入国制限や入国入国制限や入国入国制限や入国入国制限や入国後の後の後の後の観察観察観察観察期間が期間が期間が期間が必要な国必要な国必要な国必要な国・・・・地域へ地域へ地域へ地域へのののの渡航渡航渡航渡航        

またはまたはまたはまたは該該該該当地域当地域当地域当地域のののの在住在住在住在住者との者との者との者との濃厚接触濃厚接触濃厚接触濃厚接触ががががあああある場合。る場合。る場合。る場合。    

２．２．２．２．    マスクをマスクをマスクをマスクを必ず持必ず持必ず持必ず持参し、参し、参し、参し、ププププレレレレイイイイ中以中以中以中以外外外外はマスクはマスクはマスクはマスク着用着用着用着用をををを励行励行励行励行するするするするここここと。と。と。と。            

３．３．３．３．    ここここまめまめまめまめなななな手手手手洗洗洗洗い、アルコールい、アルコールい、アルコールい、アルコール等等等等による手による手による手による手指消毒指消毒指消毒指消毒をををを行うこ行うこ行うこ行うこと。と。と。と。        

・アルコール・アルコール・アルコール・アルコール等等等等のののの消毒液消毒液消毒液消毒液は大会は大会は大会は大会運営運営運営運営本部本部本部本部にににに準準準準備します備します備します備します    。。。。            

４４４４．．．．    他他他他のののの利用利用利用利用者との者との者との者との距離距離距離距離（できる（できる（できる（できるだけ２ｍだけ２ｍだけ２ｍだけ２ｍ以以以以上上上上））））を確を確を確を確保保保保するするするするここここと。日と。日と。日と。日傘傘傘傘のののの使用使用使用使用をををを推奨致推奨致推奨致推奨致します。します。します。します。    

                                    ・・・・荷物置荷物置荷物置荷物置場場場場や休憩や休憩や休憩や休憩場場場場所所所所、、、、ベベベベンチにンチにンチにンチに座座座座る時にもる時にもる時にもる時にも距離距離距離距離を確を確を確を確保保保保できるよできるよできるよできるよううううにしてにしてにしてにしてくだくだくだください。さい。さい。さい。    

５５５５．．．．    大き大き大き大きな声な声な声な声での会での会での会での会話や応援話や応援話や応援話や応援をしをしをしをしなななないいいいここここと。と。と。と。    

６．６．６．６．    試合中の試合中の試合中の試合中の順守事項順守事項順守事項順守事項    ・試合前後の・試合前後の・試合前後の・試合前後の挨拶挨拶挨拶挨拶はははは握握握握手で手で手で手でははははなななない方法でい方法でい方法でい方法で行うこ行うこ行うこ行うこと。と。と。と。        

・・・・ポイポイポイポイント間、チェンジエンドのント間、チェンジエンドのント間、チェンジエンドのント間、チェンジエンドの際際際際にはにはにはには対対対対戦戦戦戦相相相相手との手との手との手との距離距離距離距離を確を確を確を確保保保保するするするするここここと。と。と。と。        

・ラ・ラ・ラ・ラケケケケットットットットや自や自や自や自らの試合でらの試合でらの試合でらの試合で使用使用使用使用するするするするボボボボールールールールなどなどなどなど、、、、ププププレレレレイイイイにににに必要な必要な必要な必要なもの以もの以もの以もの以外外外外はコートはコートはコートはコート    サーフェサーフェサーフェサーフェイイイイスを含スを含スを含スを含    

    めできるめできるめできるめできるだけだけだけだけ手で手で手で手で触れな触れな触れな触れないいいいここここと。と。と。と。        

・・・・タオタオタオタオルは手がルは手がルは手がルは手が触れ触れ触れ触れるるるる面面面面とととと顔顔顔顔がががが触れ触れ触れ触れるるるる面面面面をををを使使使使いいいい分け分け分け分け、、、、ププププレレレレイイイイ中はできる中はできる中はできる中はできるだけだけだけだけ手で手で手で手で顔顔顔顔にににに    触れ触れ触れ触れるのをるのをるのをるのを避け避け避け避けるるるる    

ここここと。と。と。と。        

７．そ７．そ７．そ７．そのののの他他他他、感染、感染、感染、感染防防防防止に止に止に止に対対対対するするするする施設管理施設管理施設管理施設管理者者者者やややや主催者からの主催者からの主催者からの主催者からの指示指示指示指示に従うこと。 


