
第 37回 prince関東ジュニアテニスツアー  ★★★★ グレード４B 

主催 （株）荏原湘南スポーツセンター/  (公財)吉田記念テニス研修センター/ 桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 

協賛  グローブライド株式会社・ 

種目 18 歳以下・16歳以下 14歳以下・12歳以下 男/女シングルス・ダブルス 

期日 第 36 回荏原 SSCジュニアトーナメント/7月 19日～8月 15 日 

 18 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 7月 26日（月）27 日（火）・本戦 7 月 28日（水）～8月 1日（日） 

 16 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 9日（月）・10 日（火）・本戦 8月 11日（水）～8月 15 日（日） 

 14 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 2 日（月）・3 日（火）・本戦 8 月 4 日（水）～8月 8日（日） 

 12 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 7月 19日（月）20 日（火）・本戦 7 月 21日（水）～25 日（日） 

第 28回 TTCサマージュニアトーナメント/7 月 19日～8 月 15 日 

 18 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 9日（月）・本戦 8 月 10 日（火）～8月 15 日（日）予備日 8/16（月） 

 16 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 7月 19日（月）・本戦 7月 20 日（火）～25 日（日）予備日 7/26（月） 

 14 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 7月 26日（月）・本戦 7月 27 日（火）～8月 1日（日）予備日 8/2（月） 

 12 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 2 日（月）・本戦 8 月 3日（火）～8月 8 日（日）予備日 8/9（月） 

 第 42回桜田ジュニアトーナメント/7月 19日～8 月 15 日 

    18 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 2日（月）・本戦 8月 3 日（火）～8月 8日（日）予備日 8/9（月） 

 16 歳以下男女シングル・ダブルス/ 予選 7 月 26 日（月）・本戦 7月 27 日（火）～8 月 1日（日）予備日 8/2（月） 

 14 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 7 月 19日（月）・本戦 7 月 20 日（火）～25 日（日）予備日 7/26（月） 

 12 歳以下男女シングル・ダブルス/予選 8月 9日（月）・本戦 8 月 10 日（火）～8月 15 日（日）予備日 8/16（月） 

※参加人数、天候等により予備日に試合を行う場合があります 

※ナイター照明を使用して試合を行う場合がございます 

会場 （株）荏原湘南スポーツセンター 〒251-0862 神奈川県藤沢市稲荷 1-9-1 TEL0466-81-3411 FAX0466-83-0012 

(公財)吉田記念テニス研修センター 〒277-0812 千葉県柏市花野井 936-1 TEL04-7134-3030 FAX04-7134-1600 

桜田倶楽部・東京テニスカレッジ 〒182-0017 東京都調布市深大寺元町２-24-2 TEL042-488-8870 FAX042-488-1610 

資格  各種目の年齢制限を超えない方） 

18 歳以下（2003 年（平成 15 年）1月 1日以降出生の方）  

16 歳以下（2005 年（平成 17 年）1月 1日以降出生の方）  

14 歳以下（2007 年（平成 19年）1月 1日以降出生の方）  

12 歳以下（2009年（平成 21年）1月 1日以降出生の方） 

関東テニス協会のジュニア個人登録をしていればどなたでもお申込みができます 

グレード  関東テニス協会 グレード４B 

ドロー数  SSC大会 本戦シングルス 64 ダブルス 32（予選はフリーエントリーで行います） 

  TTC大会 本戦シングルス 64 ダブルス 32（予選はフリーエントリーで行います） 

  桜田大会 本戦シングルス 64 ダブルス 32（予選はフリーエントリーで行います） 

シード順位 関東テニス協会ジュニアコンピューターランキングを参考に決定致します 

試合方法 本戦/3 セットマッチ（各セット 6-6後、7 ポイントタイブレーク・ノーアドバンテージ方式） 

     ※ダブルスはファイナルセット 10ポイントマッチタイブレーク 

  予選/8 ゲームマッチ（8-8 後、7ポイントタイブレーク・ノーアドバンテージ方式） 

※SSC大会は、シングルス本戦ベスト 16・ダブルスベスト 8 から 

（各セット 6-6後、7 ポイントタイブレーク・ノーアドバンテージ方式）  

  それまでは 8 ゲームマッチ（8-8後、7ポイントタイブレーク・ノーアドバンテージ方式） 

  ※天候等の理由により試合方法を変更する場合があります 

審判  全てセルフジャッジ   

使用球  日本テニス協会公認球 prince イエロー 

コートサーフェス TTC(ハード)・荏原 SSC（ハード）・桜田（クレーコート ・ハードコート） 

表彰  各大会ともシングルス・ダブルス 優勝・準優勝 

参加賞  全員に参加賞があります 



参加料  各大会 シングルス 7，000 円+ネットエントリー手数料 500 円 

      ダブルス 1組 7，000円+ネットエントリー手数料 500円 

※クレジットカード決済となります。 申込締切日までに決済を完了してください  

※大会が中止となった場合又は、締め切り日より前にキャンセルした場合、  

手数料 750 円を引いた 6，750 円をご返金致します  

申込方法 ネットエントリー → こちらよりエントリー https://www.tennisbear.net/jr-tour 

★TTC大会・桜田大会・・・・・・単複で同じ年齢、何れか一つの年齢でお申込みください 

★SSC大会・・・・・・SSC大会のみ、単複で違う年齢でも、複数の年齢でもお申し込みができます 

※各大会で違う年齢でのお申込みも可能です。詳しくは、各会場にお問い合わせください 

★実年齢区分（10歳以下も含む）より 2 区分以上、例えば本来 12歳以下の選手が 16歳以下の種目にエントリーしても 

 試合には出場できますがポイントはつきません 

★選考結果は、各自が各会場のホームページにてご確認ください 

TTC https://www.tennis-ttc.or.jp/ SSChttps://www.ebarassc.co.jp/ 桜田 http://school.tennis365.net/sakurada-club/ 

申込締切   6 月 25日（金）  

ドローの発表   7 月 5日（月）予定  各会場のホームページにて日程・注意事項の確認をお願い致します  

※お電話でのお問い合わせはできませんのでご注意ください 

※仮ドロー訂正の可能性がある為、本戦がスタートする試合前日に必ず最終確認をするようお願い致します 

※ドロー会議直近の関東ジュニアランキングを参考に作成致します（同ランキング選手は抽選とします） 

注意事項 

☆時間厳守 理由如何問わず、いかなる場合も遅刻は WD となります。最終決定はレフェリー判断によります 

☆雨天の場合 雨天順延としますが、その地域のみ天候が異なる場合もあり、試合の有無の判断はコート状況によりますの

で、決定時刻の設定はありません。連絡がない場合は、会場に集合しましょう。日程変更・時間変更等を行う

こともありますので、必ず、試合前日にホームページ確認をお願い致します。お電話での確認はできません。 

☆ダブルエントリーに関して  

他の試合とダブルエントリーにならないよう十分注意してお申込みください 

（ダブルエントリーは要項で発表された本戦日程の重複により選考されます） 

   ※ジュニアプレイヤーのテニスハンドブック等で内容をご理解した上、お申込みください 

☆欠場に関して 欠場届けは各種目、要項に記載されている予選及び本戦初日の前日 17：00 までに文書にてご提出ください 

☆キャンセルについて 申込締切後のキャンセルによる返金は致しません 予めご了承の上、お申込みください。  

☆怪我について 大会期間中の会場内での疾病・傷害などの応急処置は行いますが、その後の責任は負いません。 

☆その他  ①テニスウェアを着用しましょう。（JTA テニスルールブックに準じます） 

  ②マナーを守り、お互いに気持のよいプレーをしましょう 

   ③本大会は『関東テニス協会ジュニアトーナメント ペナルティ（罰則）規程』を採用します 

④大会についての大事なお知らせ（入金のお願いや、日程変更など）をメールでお送り致します。 

※ info@tennisbear.net こちらからのメールを受信できるよう必ず設定をお願いします 

大会が終了するまで、メールのチェックを忘れないよう、ご協力をお願い致します 

  ⑤新型コロナウイルス感染拡大防止の為、別紙の協力書をご提出ください。 

なお、大会当日は選手 1名に付き帯同者１名とします。  

  ⑥新型コロナウイルスなど諸般の事情により大会が中止となる場合があります 

 

個人情報の取り扱いについて 

・prince 関東ジュニアテニスツアーにお申込み頂きました個人情報は、主催者が責任をもって管理いたします 

・お申込みの個人情報は以下の目的に使用させて頂きます。 ア）プログラムの作成 イ）変更等の連絡 ウ）ドローの作成とホームページへの掲載 

・お申込み頂いた内容は、本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 ただし、以下のような場合は、例外として情報を開示できるもの

といたします。 

ア）法令の規定による場合 イ）当該選手の生命、健康等の重大な利益を保護するために必要な場合 

・主催者は、お申込み頂いた個人情報を正確に処理するように努めます 

https://www.tennisbear.net/jr-tour
https://www.tennis-ttc.or.jp/
https://www.ebarassc.co.jp/
http://school.tennis365.net/sakurada-club/


ご出場の方へのお願い 
 

 

prince関東ジュニアテニスツアーのお申込みありがとうございます。 

この大会は長年に渡り、グローブライド株式会社様よりご協賛頂いております。 

今回、この大会へご出場の方は、Club prince へのご登録をお願いしております。

エントリー時に登録の確認をさせて頂きますので、 

事前登録のご協力をお願い致します。 

試打会などのイベントや大会募集などのご案内、新商品、人気商品の情報配信、 

試打ラケットレンタル、レビューモニター募集などが配信されます。 

 

下記 QRコードより、事前登録のご協力をお願い致します。 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

 

 

エントリー時にご登録のご確認をさせて頂きます！ 

 

 


