
1 名称 福島県春季ジュニアテニス選手権大会

2 構成 主催：福島県テニス協会

主管：福島県高体連テニス専門部・県テニス協会ジュニア委員会

後援：郡山市・会津若松市教育委員会・　(一財）会津若松市公園緑地協会

（公財）福島県都市公園緑化協会・福島市教育委員会・福島民報社・福島民友新聞社

3 期日・会場

・会津総合運動公園テニスコート　会津若松市門田町大字御山字村上164

・あいづドーム　会津若松市門田町大字御山字村上164

・郡山市庭球場　郡山市町東一丁目245

・福島市庭球場　福島市森合上柳内1－1

・あづま総合運動公園　福島市佐原字神事場１

4 試合球 ダンロップ　AO（オーストラリア・オープン）

5 種目・出場制限等

16ドロー

２０２３年４月２２日(土)～２３日(日)

・会津総合運動公園テニスコート
（砂入り人工芝２０面）
・あいづドーム
（室内砂入り人工芝４面）

48ドロー

48ドロー
２００９年（平成２１年）1月1日以降出生者

36ドロー

48ドロー

２００７年（平成１９年）1月1日以降出生者

２００５年（平成１７年）1月1日以降出生者

年齢基準日

第４０回福島県春季ジュニアテニス選手権大会

兼第４５回東北ジュニアテニス選手権大会福島県予選会

18歳
以下

男子

16歳
以下

種目

（公益財団法人　日本テニス協会　ワンコイン制度対象大会）

女子

２０２３年４月１５日（土）予備日：１６日（日）
・インテックテニスガーデン（福島市庭球場）

（砂入人工芝１８面）

男子

２０１１年（平成２３年）1月1日以降出生者

２０２３年５月３日（水）～４日（木）

・郡山市庭球場（砂入り人工芝16
面）

２０２３年４月１５日（土）予備日：１６日（日）
・あづま総合運動公園（砂入人工芝１４面)

女子

２０２３年５月３日（水）～４日（木）
・郡山市庭球場（砂入り人工芝16
面）

36ドロー

女子

女子

男子

16ドロー

12歳
以下

男子

18歳
以下

男子

女子

48ドロー

32ドロー

女子

14歳
以下

男子

ダブルス

64ドロー

ダブルス種目 シングルス

48ドロー

シングルス

女子

男子

48ドロー 16ドロー

16歳
以下

男子 24ドロー

14歳
以下

12歳
以下

24ドロー

16ドロー

女子



6 競技方法 (1) トーナメント方式でセルフジャッジとする。ただし18歳以下、16歳以下シングルスにおいては

予選リーグ、決勝トーナメント方式とする。

(2) 原則として、1タイブレークセットマッチとする。

(3) 準決勝より8ゲームプロセットとする。

ただし、18歳以下ダブルスについては全試合1タイブレークセットとする。

(4)競技規定JTAテニスルールブック２０２３を適用する。

7 参加資格 【全種目共通】 ※JPIN登録を済ませている選手

(1) 本年度福島県テニス協会登録者。

なお、東北ジュニアテニス選手権大会出場資格のある選手は、予選会出場の必要はありません。

【１８・１６歳以下ダブルス】

(1)男子（県北２１・県南１４・会津１０・いわき１６・相双３）

※ジュニアダブルス選手権より（会津１・いわき１・相双１）

(2)女子（県北１０・県南１５・会津７・いわき１５・相双１）

※ジュニアダブルス選手権より（いわき3・県北１）

(3) U１６は、男女ともに２４ドローとし、地区４ペアを基準とする。

【１８・１６歳以下シングルス】

(1) 福島県春季選抜ジュニアシングルス　ベスト8　（U18、U16）

　　(但し、低い年齢層で資格を得、上の年齢層に出る場合は資格を失う）

(2) U18　男子　：　（県北１３　・　県南９　・　会津６　・いわき１０　・　相双２　）

U18　女子　：　（県北６　・　県南９　・　会津４　・いわき７　・　相双２　）

(3) U16　男子　：　（県北４　・　県南１０　・　会津５　・　いわき６　・相双３　）

U16　女子　：　（　県北４　・　県南８　・　会津４　・　いわき５　・相双３　）

【１４・１２歳以下シングルス】

(1)春季選抜ジュニアシングルス選手権のベスト８

　　(但し、低い年齢層で資格を得、上の年齢層に出る場合は資格を失う）

(2)各種目　各地区枠は８名を基準とする。

8 ＪＰＩＮ経費 ＪＴＡジュニアランキング制度開始に伴い、全国につながるジュニア大会の予選大会に

参加するには、「ＪＴＡジュニア登録」（ＪＰＩＮ）が必須となります。（登録は無料）

そこで、ＪＰＩＮシステムの運営にかかる経費について２００円を負担願います。

9 参加料 シングルス：1人　３，３００円（参加料3,000円＋ワンコイン制度100円＋ＪＰＩＮ200円）

ダブルス：１ペア　４，３００円（参加料4,000円＋ワンコイン制度100円＋JPIN200円）

10 申込方法 各種目とも各地区ジュニア委員が取りまとめの上、別紙の指定申込書に必要事

11 申込締切 項を記入の上、下記まで申込み下さい。

なお、電話およびFAXでの申し込みは受け付けません。



【１８・１６歳以下ダブルス】

〒960-0201  福島市飯坂町後畑１　福島北高校　佐藤　淳　宛  ℡ 024（524）4291

申込締切 ２０２３年４月６日(木）必着

【１８・１６歳以下シングルス】

〒965-0831　会津若松市表町3-1　会津高校　斎藤　正志　宛  ℡0242(28)0211

申込締切 ２０２３年４月６日(木）必着

※参加費は当日受付で納入願います。

【１４・１２歳以下シングルス】 【１４・１２歳以下ダブルス】

①登録団体（所属クラブ）ごとにまとめて、代表者が申込用紙（Excelファイル）

　を下記アドレスにメールにてお送りください。

福島県テニス協会ジュニア委員会事務局　薗部　学　宛

大会申込専用メールアドレス → ftajrentry@gmail.com

件名は、〇〇〇大会申込（クラブ・学校名）としてください。

申込受付後、受け取り確認の返信をします。

その時点で正式申込となります。※必ず協会からのメールをご確認ください。

②参加費は、エントリーリスト発表日より１週間以内に登録団体ごとに下記銀行口座へ

　お振込みください。※振込手数料はご負担ください。

大東銀行 いわき東支店　普通　３０１８４０８

薗部　学（ソノベ　マナブ）宛

振込名（振込人名義）が長い場合は簡略化してください。

中学校については、□□中学にてお願いします。

申込締切 ２０２３年４月６日(木)必着

12 役員 【１８歳以下ダブルス】

ディレクター　佐藤　淳　 レフェリー　斎藤　正志　　アシスタントレフェリー　朝倉　昭博

【１６歳以下ダブルス】

ディレクター　佐藤　正則 レフェリー　八巻　真一 アシスタントレフェリー　塩沢　貴洋

【１８・１６歳以下シングルス】

ディレクター　斎藤　正志　レフェリー　佐藤　直樹　　　アシスタントレフェリー　 浅野　浩士　

【１４・１２歳以下シングルス・ダブルス】

ディレクター　薗部　学 レフェリー　星名　誠

13 大会日程 午前８時３０分受付締切

１８歳以下ダブルスは、決勝までと順位決定戦を行いますので、進行状況によってはナイター

を使用する場合があります。

14 組合せ １８歳以下ダブルス:２０２３年４月７日(金)

１６歳以下ダブルス:２０２３年４月１７日(月)

１８･１６歳以下シングルス:２０２３年４月１４日(金)

１４･１２歳以下シングルス／ダブルス:２０２３年４月１７日(月)

仮ドローは、福島県テニス協会ホームページに発表する。

15 その他 (1)大会期間中における負傷・事故等については応急処置をとりますが、他については一切の

責任は負いません。

(2)本要項は天候等のやむを得ない事情により変更されることがある。

(3)福島県テニス協会ランキング対象大会とする。(グレード：G－7)

(4)全種目は第４４回東北ジュニアテニス選手権大会兼２０２３年度全日本ジュニア

テニス選手権大会東北地区予選会(７月１４日から１８日)の県予選会とする。



※種目の性別・年齢を○で囲むか、不要箇所を削除下さい。申込書は1枚1種目で提出下さい。

男子 女子

18才以下　 16才以下　  14才以下  12才以下

（実力順に上から入力して下さい）　JPIN番号は必ずご記入下さい。

番号 JPIN番号 生年月日(西暦）
2023年
登録

1 済・未

2 済・未

3 済・未

4 済・未

5 済・未

6 済・未

7 済・未

8 済・未

9 済・未

10 済・未

11 済・未

12 済・未

13 済・未

14 済・未

15 済・未

◆参加料◆　　　　　 円

振 込 日：　　　　　　 振込名義：

所属団体名

申込責任者

連絡先住所  　〒

TEL  FAX

携帯

E-Mail

３，３００円　×　　　組＝　　　　　　円 円 総合計：

　

 

締切日：４/６(木)

氏　　　　名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

第４０回福島県春季ジュニアテニス選手権大会

兼第４５回東北ジュニアテニス選手権大会福島県予選会
シングルス専用申込書



男子 女子

18才以下　 16才以下　 14才以下　 12才以下　

（実力順に上から入力して下さい）　JPIN番号は必ずご記入下さい。

番号 JPIN番号 生年月日(西暦）
2023年
登録

　 　 済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

済・未

◆参加料◆　　　　　 円

所属団体名

申込責任者

連絡先住所  　〒

TEL  FAX

携帯

E-Mail

　

 

第４０回福島県春季ジュニアテニス選手権大会

兼第４５回東北ジュニアテニス選手権大会福島県予選会
ダブルス専用申込書

総合計：４，３００円　×　　　組＝　　　　　　円 円

6

7

8

4

5

2

3

締切日：４/６(木)

氏　　　　名 フリガナ 所 属 団 体 名

1


