
2020年9月18日 

一般社団法人東京都テニス協会 

ジュニア委員会 

 

KTA杯 関東ジュニアテニストーナメント 2020 

東京都所属選手の申込方法について 

 

1. 申込締切    2020年10月7日（水）17時 厳守 

 

2. 申込書送付先  〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-22-3 デルコホームズ5F  

一般社団法人東京都テニス協会 KTA杯担当宛 

TEL．03-5327-2733 

 

■注意事項 

・例年、KTA杯はU-18の年齢区分で行われておりましたが、今年度はU-12、U-14、U-16の年齢

区分でも行われますので、お間違えの無いようにご注意ください。 

 

・10月7日（水）時点で発表されているランキングで東京都の暫定推薦リスト作成し関東テニス協

会へ提出、ドロー会議において10月15日付関東テニス協会HP発表のランキングで東京都の推

薦順位を決定します。 

 

・申込書にジュニアＪＰＩＮ番号を必ず記載してください。まだ番号を取得していない選手は、東

京都テニス協会ホームページより申請手続きを行ってください。 

 

・学校長宛文書送付希望の方は、返信用封筒に住所・氏名を明記し84円切手を貼って、申込書と一

緒に提出してください。 

 

・選考された選手は、コロナウイルス感染拡大防止協力書（選手用・帯同者用）を関東テニス協会

ホームページより各自ダウンロードし大会当日に提出してください。 

 

 

以 上 



ＫＴＡ杯 

関東ジュニアテニストーナメント 2020 

＜グレード２＞ 

開 催 要 項 

2020/9/15発表 

1. 主  催 関東テニス協会 

2. 主  管 関東テニス協会ジュニア大会運営委員会 

3 協  賛     ヨネックス㈱ 

4. 期  日 U18 U12 2020年 11月 14日（土）・15日（日）・16日（月） 9：00～ 

            U16 U14 2020年 11月 22日（日）・23日（祭）・24日（火） 9：00～ 

5. 会  場     U18   群馬県高崎市 清水善造メモリアルテニスコート（ハード） 

U16   千葉県白子町 アポロコーストテニスクラブ A コート(砂入り人工芝コート) 

U14   千葉県白子町 アポロコーストテニスクラブ Bコート(砂入り人工芝コート) 

U12   山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園テニスコート（砂入り人工芝） 

               (天候その他の理由によりナイター､インドアコートを使用する場合あり) 

6. 参加資格 参加する選手は関東テニス協会に加盟する各都県テニス協会の加盟団体、または傘下団

体登録者で関東テニス協会のジュニア登録者とする。 

7. 種    目 男女各シングルス  

              

 

 

 

 

 

8. 試合方法 男女各シングルス  トーナメント方式 

      シングルス：２タイブレイクセット(ノーアド)ファイナル 10Pマッチタイブレイク 

※他については JTAルールによる。また天候により試合方法の変更あり。 

9. 使 用 球 ヨネックス TMP-80（セットチェンジ） 

10.参 加 料 8,100円(参加料 8,000円+ワンコイン制度金 100円)※ 大会終了後振込 

11.申込方法 所属する都県テニス協会ジュニア委員会の指示に従って申し込んでください｡ 各都県テニ

ス協会はその申込書と推薦リスト(登録番号入り)を10月14日(水)必着で関東テニス協会あ

てお送りください｡ 

12.選考方法 申込者の中から次の方法により選考します｡ 

① 10月 15日付け関東テニス協会 HP発表のランキング上位者男女各３２名 

② 各都県テニス協会が推薦する者 男女 各４名 

13.選考委員会 2020年 10月 19日(月) 17時 

14,ポ イ ン ト   グレード 2 ＜参加者には関東テニス協会 G2のポイントを与える＞ 

14.宿    泊 各自で近隣ホテルを予約してください。 

種目別日程 年齢 参加者数 

18歳以下男女 （2003年 1月 1日以降出生の者） 各 64名 

16歳以下男女 （2005年 1月 1日以降出生の者） 各 64名 

14歳以下男女 （2007年 1月 1日以降出生の者） 各 64名 

12歳以下男女 （2009年 1月 1日以降出生の者） 各 64名 

 



15.ﾜﾝｺｲﾝ制度   本大会はワンコイン制度対象大会です。参加にあたり参加料とは別途ワンコイン制度金

100円を負担いただきます。     

16 そ の 他     実施にあたっては感染拡大防止策に同意の上参加して頂きます。またコロナウィルス感染

状況によっては、中止の可能性もあります。ご理解とご協力をお願いします。 

統括ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 富岡好平  統括ﾚﾌｪﾘｰ 三野静子 感染防止対策 大石輝彰・加藤 正 

U18群馬   U16白子 A  U14白子 B  U12山梨   ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 未定  ﾚﾌｪﾘｰ 未定 

 

17 感染防止対策について 

1、 会場への来場者は、「感染拡大防止協力書」を提出して下さい。引き換えにIDカードを発行します。 

2、 選手ならびに関係者（保護者・指導者）は、会場に来るときおよび観戦中のマスク着用をしてください

（選手は試合中はずしても大丈夫です） 着用していない選手ならびに関係者は会場に入れません。

当日「手消毒」と「おでこ検温」を実施します。37.5℃以上ある選手は参加を見合わせて頂きます。大

会終了後発熱があった場合は報告をして下さい。 

3、 消毒液の設置とスタッフのマスクの着用、管理棟内の消毒等を実施します。 

4、 OPを事前に発表するなど、受付で密にならないような対応を行います。 

5、 選手間の２ｍの確保をお願いします。 

6、 スコアボード・ベンチの消毒を行います。 

7、 エンドチェンジの方向（基本的に時計回りに回る）を指定します。 

8、 選手・観戦者の密集排除として、人数制限を行うと共に、会場にもよりますが、選手ゾーン・観客 

ゾーンに分けて実施します。なお大会当日は選手1名に付き帯同者1名とします。 

9、 トイレ更衣室の密集防止および消毒を行います。 

10、 試合終了後は、あいさつのみ（握手はしない） にします。  

11、各家庭で近隣ホテルを予約してください。団体での行動は控えてください。 

12、食事は各自で取って頂き、集団での食事は遠慮してください。また指導者保護者の夜の会食も自粛し

てください。 

 

関東テニス協会個人情報の取り扱いについて 

・大会記録(戦績・報告・講評)及び大会期間中に主催者が撮影した動画及び静止画について、その権利は全て主催

者に帰属することとします。 

・大会申込書に記載いただく個人情報につきましては、年齢基準の確認及び大会に係る諸連絡に使用いたします。 

・各都県テニス協会、地域テニス協会及び日本テニス協会間の資料として大会結果(氏名・生年月日・所属団体名・

学校名)を使用することがあります。氏名・所属団体名については、ランキングに掲載し公開いたします。 

更に大会記録として本協会の情報誌や記念誌等へ掲載させていただくこともあります。各都県テニス協会、各地

域テニス協会及び日本テニス協会は、本大会結果(氏名・生年月日・所属団体名・学校名)を第三者に提供するこ

とはありません。なお、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしませ。 

・個人を対象とする撮影については、対戦相手の同意を得る事といたします。 

  
ワンコイン制度は(公財)日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため選手およびジ

ュニアの育成強化を目的とするﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営の資金を大会参加者に広くご負担いただく制度で

す。「ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ」「ワンコイン制度」について詳しくは http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin をご

覧ください。 

http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin


シングルス用 (各大会ごとに１枚ずつ提出）

大会 種目
□全国選抜ジュニア関東
□全国小学生関東
□関東ジュニア選手権

□RSK全国選抜関東
□全国選抜中牟田杯関東
□KTA杯ジュニアテニストーナメント □18男Ｓ □16男Ｓ 　　　□14男Ｓ □12男Ｓ

□18女Ｓ □16女Ｓ 　　　□14女Ｓ □12女Ｓ

※IPIN登録番号は登録している方のみ記入してください。

フリガナ

氏　　名

〒
所属団体 　
所在地

TEL  FAX  

〒
本　人
現住所

TEL 携帯TEL  FAX  

在籍学校 学年 年

　

保護者氏名　 　　　印 　

　　　年(西暦)　　　月　　　日

才

KTAジュニア登録番号 JPIN番号 ※IPIN番号

登録番号

※補欠の場合

□参加する　□参加しない

□男Ｓ □女Ｓ
□18男Ｓ □16男Ｓ

関東テニス協会主催ジュニアテニストーナメント申込書

□14男Ｓ □14女Ｓ □12男Ｓ □12女Ｓ

□14男Ｓ □12男Ｓ
□18女Ｓ □16女Ｓ □14女Ｓ □12女Ｓ

□男Ｓ □女Ｓ
□男Ｓ □女Ｓ

満

生　年　月　日(西暦)
氏 名 　　　　年　　　月　　　日

　上記の者が標記大会に参加するに当たり、一切の責任を負うことを誓約し参加申込をいたします。

ローマ字

Family name First & middle name ヘボン式で入力してください

（IPIN・ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記のこと）

所属団体名

※本大会申込書に記載いただきました個人情報につきましては、参加資格、年齢基準等の確認及び大会に関わる諸
連絡に使用いたします。氏名、年齢、登録番号、団体名につきましては本大会プログラム、ランキングに掲載し、公開
することがあります。さらに、大会の記録として(公財)日本テニス協会、都県テニス協会へ提供いたします。また、情報
誌、記念誌等へ掲載させていただく場合があります。なお、その他個人情報につきましては本人の同意を得ることなく
第三者へ提供いたしません。




