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令和４年度(2022年度)大会　日程
※予定で記載してあるものもありますので、申込にあたっては個別要項等をご確認ください。

4 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

2 土 中原杯山口オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新

3 日 中原杯山口オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新

4 月 中国オープンジュニア山口 維新・岩国

5 火 中国オープンジュニア山口 維新・岩国

6 水 ＭＵＦＧジュニア 全国大会(～10日) 愛知(東山)

9 土 中原杯山口オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新

10 日 中原杯山口オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新

シマヤ杯グルメレディース 周南

13 水 下関シニア大会 下関

16 土 中国高校テニス選手権大会山口県予選 宇部

全国小学生テニス選手権 県予選 維新

17 日 中国高校テニス選手権大会山口県予選 宇部

全国小学生テニス選手権 県予選 維新

18 月 中国高校テニス選手権大会山口県予選 宇部

23 土 近県宇部オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 宇部

24 日 近県宇部オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 宇部

28 木 ＦＬＡ大会(春季) 防府

29 金 近県宇部オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 宇部

30 土 近県宇部オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 宇部

5 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

3 火 山口県ジュニア兼中国ジュニア 県予選 維新・岩国 広島県テニス選手権(～6日) 広島(びんご)

中国オープン山陰ジュニア（～7日） 鳥取(布施)

4 水 山口県ジュニア兼中国ジュニア 県予選 維新・岩国

5 木 山口県ジュニア兼中国ジュニア 県予選 維新

7 土 実業団山口県予選 宇部(12面)

8 日 ピンクリボンテニス兼ムーヴカップ 維新

12 木 全国選抜ジュニア選手権(～15日) 千葉(吉田)

14 土 全国中学生テニス選手権県予選 維新

15 日 桑名杯レディーステニス 宇部 全国中学生テニス選手権県予選 維新

17 火 春季中四国学生(～26日) 広島(広域等)

18 水 周南シニア大会 周南

21 土 防府オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 防府 春季体育大会(中学校) 維新 岡山県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 岡山(浦安)

22 日 防府オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 防府 春季体育大会(中学校) 維新 岡山県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 岡山(浦安)

28 土 防府オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 防府 高等学校総合体育大会 維新 岡山県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 岡山(浦安)

29 日 防府オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 防府 高等学校総合体育大会 維新

30 月 高等学校総合体育大会 維新

6 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

4 土 国民体育大会 県予選 宇部(10面) 高等学校総合体育大会 維新 全国小学生テニス選手権大会中国予選 鳥取(布施)

5 日 国民体育大会 県予選 宇部(10面) 全国小学生テニス選手権大会中国予選 鳥取(布施)

マスターズ県予選 宇部(10面)

11 土 RSK全国選抜 県予選・ｻﾏｰｻｰｷｯﾄR1 維新

12 日 RSK全国選抜 県予選・ｻﾏｰｻｰｷｯﾄR1 維新

14 火 Princeレディーステニス 下関

18 土 ファミリーエンジョイテニス 宇部(4面) 中国高等学校テニス選手権大会 島根(松江)

19 日 中国高等学校テニス選手権大会 島根(松江)

20 月 中国高等学校テニス選手権大会 島根(松江)

25 土 U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ・ｻﾏｰｻｰｷｯﾄR2 維新

26 日 U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ・ｻﾏｰｻｰｷｯﾄR2 維新



令和４年度(2022年度)大会　日程

※予定で記載してあるものもありますので、申込にあたっては個別要項等をご確認ください。

7 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

2 土 U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 県予選(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 維新 ビジネスパル中国予選 広島(びんご)

3 日 全日本ジュニア選抜室内山口県予選 維新 ビジネスパル中国予選 広島(びんご)

10 日 ﾏﾙｷｭｳﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｶｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽ 維新

16 土 全中中国予選 広島（びんご）

17 日 全中中国予選 広島（びんご）

18 月 全中中国予選 広島（びんご）

19 火 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

20 水 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

21 木 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

22 金 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

23 土 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

24 日 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

25 月 山口県中学校選手権大会(団) 宇部(12面) 中国ｼﾞｭﾆｱ 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 広島(広域)

グラスホパージュニアキャンプ（～８月１日） 佐賀

27 水 全国高校ﾃﾆｽインターハイ（～8/3） 高知(高知)

30 土 全日本テニス選手権 宇部 しまねオープンジュニア 島根(松江)

31 日 全日本テニス選手権 宇部 しまねオープンジュニア 島根(松江)

ヨネックスレディースﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 維新

8 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

2 火 全国小学生テニス(全国大会)(～6日) 東京(武蔵野)

3 水 山口県高校生学年別大会 宇部

4 木 山口県高校生学年別大会 宇部 中国中学校選手権大会(団) 岡山(備前)

5 金 山口県高校生学年別大会 宇部 中国中学校選手権大会(団) 岡山(備前)

7 日 職域クラブ対抗テニス 周南

8 月 U15全国選抜ジュニア中国予選 鳥取(布勢)

9 火 U15全国選抜ジュニア中国予選 鳥取(布勢)

10 水 U15全国選抜ジュニア中国予選 鳥取(布勢)

11 木 全日本学生テニス選手権(～22日)

U15全国選抜ジュニア中国予選 鳥取(布勢)

12 金 U15全国選抜ジュニア中国予選 鳥取(布勢)

13 土 RSK全国選抜ジュニア 中国予選 山口（維新）

14 日 RSK全国選抜ジュニア 中国予選 山口（維新）

15 月 RSK全国選抜ジュニア 中国予選 山口（維新）

17 水 全国中学生(全国大会)(～21日) 群馬（高崎）

19 金 全国実業団対抗（ビジネスパル）(～28日) 静岡(浜松)

中国ミニ国体 広島(広域)

20 土 中国ミニ国体 広島(広域)

21 日 中国ミニ国体 広島(広域)

22 月 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

23 火 全日本ジュニアテニス(～31日) 大阪(靱・江坂)

中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

中四国大学対抗王座(～25日) 愛媛(松山)

24 水 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

25 木 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

26 金 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

ビジネスパル(～28日) 静岡(浜松)

27 土 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

28 日 ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選 維新 中国テニス選手権(～9/4) 広島(びんご)

中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)

29 月 中国ベテラン選手権（8/22～29） 山口(周南)



令和４年度(2022年度)大会　日程
※予定で記載してあるものもありますので、申込にあたっては個別要項等をご確認ください。

9 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

3 土 全国実業団対抗(A大会)中国予選 広島(広域)

全日本ジュニア選抜室内中国予選 島根(松江)

4 日 全日本ジュニア選抜室内中国予選 島根(松江)

10 土 下関オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 下関 中国オープンTOTTORIジュニア 鳥取(布施)

11 日 下関オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 下関 中国オープンTOTTORIジュニア 鳥取(布施)

夏期中四国学生(～25日)

13 火 全日本ﾃﾆｽ選手権西日本大会(～16日) 兵庫(ビーンズ)

15 木 ＦＬＡ大会(秋季) 防府

16 金 山口県体育大会（高校の部）個人 維新

17 土 下関オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 下関 山口県体育大会（高校の部）個人 維新 JTA中国ｼﾞｭﾆｱ伝達講習会 山口(宇部4面)

18 日 山口県体育大会（高校の部）個人 維新 JTA中国ｼﾞｭﾆｱ伝達講習会 山口(宇部4面)

19 月 JTA中国ｼﾞｭﾆｱ伝達講習会 山口(宇部4面)

21 水 防府シニア大会 防府

23 金 ダンロップ ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新 日本スポーツマスターズ(～25日) 岩手

10 月

日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場

1 土 周陽オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 周南 新人体育大会(中学校) 宇部 全日本ベテランテニス選手権(～9日) (名古屋、博多)

ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県決勝 維新 中国オープンTOTTORIジュニア ※中止

広島ジュニアオープン 広島(びんご)

2 日 周陽オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 周南 新人体育大会(中学校) 宇部 広島ジュニアオープン 広島(びんご)

ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県決勝 維新 国民体育大会(～5日) 栃木(宇都宮)

3 月 楽天ジャパンオープン(～9日) 東京(有明)

5 水 宇部シニア大会 宇部

6 木 全日本大学対抗テニス王座(～10日) 愛媛（県総合）

7 金 全国実業団対抗(全国A大会)(～9日) 広島(広域)

8 土 中国四国ｼﾞｭﾆｱチャレンジマッチ(U15) 広島(びんご)

中国・四国小学生テニス大会(団体戦) 愛媛(東予)

9 日 周陽オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 周南 世界スーパージュニア(～18日) 大阪（靭）

中国四国ｼﾞｭﾆｱチャレンジマッチ(U15) 広島(びんご)

中国・四国小学生テニス大会(団体戦) 愛媛(東予)

10 月 周陽オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 周南 中国四国ｼﾞｭﾆｱチャレンジマッチ(U15) 広島(びんご)

中国・四国小学生テニス大会(団体戦) 愛媛(東予)

11 火 ピンクリボン全国決勝大会(～14日) 神奈川(湘南)

12 水 日本シニアテニス連盟全国秋季大会 広島

13 木 日本シニアテニス連盟全国秋季大会 広島

14 金 RSK全国選抜ジュニア(～16日) 岡山(浦安)

15 土 全国選抜中学校テニス(団) 宇部(6面) 全中国・全九州対抗ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ大会 山口(維新)

広島ジュニアオープン 広島（びんご）

16 日 広島ジュニアオープン 広島（びんご）

22 土 山口県体育大会（高校の部）団体 宇部 ダンロップスリクソン中国大会 山口(維新)

広島ジュニアオープン 広島（びんご）

23 日 オータムマルキュウカップ 下関 山口県体育大会（高校の部）団体 宇部 ダンロップスリクソン中国大会 山口(維新)

広島ジュニアオープン 広島（びんご）

24 月 玉造山陰ベテランオープン(～30日) 島根(松江)

26 水 山口シニア大会 維新 全日本テニス選手権(～11/6)

29 土 オータムサ－キット 維新

30 日 オータムサ－キット 維新



令和４年度(2022年度)大会　日程

※予定で記載してあるものもありますので、申込にあたっては個別要項等をご確認ください。
11 月
日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場
1 火 U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ(中牟田杯)(～6日) 福岡(博多の森)

3 木 ポカリフレンドカップ 岩国
5 土 岡山県秋季ベテランテニス選手権(～7日) 岡山(県営)

しまねオープンジュニア(U11,13) 島根(浜山)
6 日 県体育大会 岩国 しまねオープンジュニア(U11,13) 島根(浜山)
9 水 岩国シニア大会 岩国
10 木 ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽ(～12日) 東京(昭和の森)

12 土 赤川杯山口県ﾃﾆｽ選手権大会 予選 維新 ねんりんピック(～15日) 神奈川(横浜)

広島県テニス選手権(～23日) 広島(広域)
13 日 赤川杯山口県ﾃﾆｽ選手権大会 予選 維新
19 土 赤川杯山口県ﾃﾆｽ選手権大会 本戦 維新 全国選抜中国地区大会・中国新人大会 山口(宇部)

広島県ベテランテニス選手権(～27日) 広島(広域)
20 日 赤川杯山口県ﾃﾆｽ選手権大会 本戦 維新 全国選抜中国地区大会・中国新人大会 山口(宇部)
21 月 全国選抜中国地区大会・中国新人大会予備日 山口(宇部)
23 水 赤川杯山口県ﾃﾆｽ選手権大会 本戦 維新
26 土 ＭＵＦＧジュニア 県予選 岩国 全日本学生室内(～12/5) 大阪(江坂)
27 日 ＭＵＦＧジュニア 県予選 岩国

12 月
日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場
3 土 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国
4 日 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国

第36回会員大会 維新
10 土 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国 岡山Jrオープン(U17) 岡山(備前)
11 日 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国 山口県ｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権(予選) 維新 岡山Jrオープン(U17) 岡山(備前)
17 土 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国 山口県ｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権(予選) 維新 全国選抜中学校テニス大会中国予選（団体） 山口(宇部6面)

18 日 岩国オープン ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 岩国 山口県ｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権(本戦) 維新
24 土 全日本ジュニア選抜室内(～27日) 兵庫(ビーンズ)

中国ｼﾞｭﾆｱｸﾘｽﾏｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(予選) 山口(宇部)
25 日 中国ｼﾞｭﾆｱｸﾘｽﾏｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(本戦) 山口(宇部)
26 月 中国ｼﾞｭﾆｱｸﾘｽﾏｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(本戦) 山口(宇部)
27 火 中国ｼﾞｭﾆｱｸﾘｽﾏｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(予備日) 山口(宇部)

1 月
日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場
7 土 岡山Jrオープン(U12・14) 岡山(備前)

鞆の浦ベテランオープン(～9日) 福山(竹ケ端)

8 日 ヨネックスシングルス 維新 岡山Jrオープン(U12・14) 岡山(備前)
ベテランシングルス ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新

14 土 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 県予選 維新
15 日 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 県予選 維新 中国指導者講習会 岡山(マス)
19 木 全国私立高等学校テニス選手権(～22日)

28 土 中国ｼﾞｭﾆｱｳｲﾝﾀｰ大会(U16・18) 山口(維新)
中国ｼﾞｭﾆｱｳｲﾝﾀｰ大会(U12・14) 岡山(備前)

29 日 中国ｼﾞｭﾆｱｳｲﾝﾀｰ大会(U16・18) 山口(維新)
中国ｼﾞｭﾆｱｳｲﾝﾀｰ大会(U12・14) 岡山(備前)

2 月
日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場
11 土 中国ジュニア強化練習会 広島(広域)
18 土 ダンロップ中国ジュニア強化合宿 山口(宇部)
19 日 ダンロップ中国ジュニア強化合宿 山口(宇部)
25 土 JTA山口県ジュニアブロック合宿 宇部(4面)
26 日 JTA山口県ジュニアブロック合宿 宇部(4面)

3 月
日 一　般 会場 ジュニア・高校 会場 県外 会場
4 土 山口県ジュニア選手権 U18予選 維新
5 日 山口県ジュニア選手権 U18予選 維新
6 月 山陽ベテランオープン(～12日) 岡山(浦安他)

11 土 山口県ジュニア選手権 U18予選 維新 ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選 岡山(備前)
12 日 ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選 岡山(備前)
19 日 クラス別ダブルス大会 維新

ベテランダブルス ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 維新
(兼)都市対抗県予選 維新

(兼)ねんりんピック県予選 維新
20 月 全国選抜高校ﾃﾆｽ(～26日) 福岡(博多の森)

27 月 中国ジュニアスプリング大会 島根(松江)
28 火 中国ジュニアスプリング大会 島根(松江)
29 水 中国ジュニアスプリング大会 島根(松江)



個人登録規程および登録方法について

１．登録資格
１）一般、大学生、教職員連盟、女子連の選手は、各地区テニス協会に加盟する団体から登録して下さい
２）シニアテニス連盟、中学校テニス連盟の選手は、各加盟団体から登録して下さい
３）その他のジュニアは、各地区テニス協会に加盟する団体から登録して下さい
４）県外の選手についても登録を必要とします（山口県内の地区協会への所属は不要）

２．特　典
１）山口県テニス協会主催大会に出場できます
２）山口県ポイントランキングの対象選手になります（非登録者はランキングに掲載されない）

３．登録費
１）年間(１２ヶ月)一名 ３０００円とします（複数年登録者も年間３０００円×年数とします）
２）一旦納入された登録費は原則として返却しません

４．登録費の減額及び免除
１）ジュニア（１８歳以下）は登録費を年間一名 １０００円としますが、最高３年の複数年登録で以下の登録費とします

１年間１０００円、２年間１５００円、３年間２０００円
２）シニア１：男子６０歳、女子５０歳以上の選手に対する登録費は年間２０００円とします

(複数年登録者も年間２０００円×年数とします)
シニア２：男子６５歳、女子５５歳以上の選手に対する登録費は年間１０００円とします
(複数年登録者も年間１０００円×年数とします)

３）山口県へふるさと選手の登録選手は登録費を免除します

５．登録受付時期と登録期間
１）受け付けは随時登録とします
２）登録期間は年間単位とし、申込を受け付けた月から起算する

例：３月に新規申込受付の場合は、有効年数の３月末日、その他の月は受付月より１２ヶ月が有効期限とします
但し、有効期限内に個人登録される方は有効期限は継続とします
但し、ジュニアの登録期限月を登録期限年の３月末日とします

６．登録と登録費支払い方法
１）地区協会名：所属団体が加盟している地区テニス協会名
２）連絡責任者：所属団体で実質的な窓口としてお世話されている方

（個人登録の記入と重複しますが両方に記入してください）
３）責任者連絡先：自宅、勤務先、ＴＥＬ、Ｆａｘ等、詳しく記入してください

（会員証がお送りできませんので、必ず記入してください）
４）個人登録：氏名は楷書で男女、登録年数、登録の種類は必ず記入および選択してください
５）生年月日：大正（Ｔ）、昭和（Ｓ）、平成（Ｈ）の年号で記入してください
６）登録費：登録費詳細を必ず記入してください
７）所属団体から一括で、所定の個人登録申請書(巻末)に必要事項を記入し､下記事務局に申請してください

郵送、ＦＡＸ、ホームページの個人登録申請ページ、メールに指定のファイル(申請書)を添付で、登録できます
『注意』
１）ホームページからの申込が出来ない場合があります（対応はホームページを参照のこと）
２)個人登録申請ファイルをご希望の方はホームページからダウンロードしてください

８）個人登録費は下記山口県テニス協会指定の金融機関の口座に振り込んでください（振り込み手数料はご負担願います）
（登録費は、申し込みの振込欄に記入した、団体名または氏名で振り込んでください）
『注意』大会参加料は振り込まないでください（大会当日参加料を請求されます）

９）申請書郵送先及び振込先
〒754-0043 振込先（個人登録費専用）
山口市小郡明治一丁目15番1号 山口銀行 小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座　６４０２８４２
Mail ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司
ＦＡＸ　083-973-0071（Ｔｅｌ 083-973-6362　１０時～１５時）

（注意事項）
１）振り込みを機械で行う場合、依頼人入力欄に県協会名を入力しないでください

依頼人の項は、必ず申込書に記入した振り込み名を入力してください
２）振込額は申請書の金額と同じ額を振り込んでください（振込手数料はご負担願います）
３）受け付け後1ヶ月以内に会員証を発行・送付します
４）大会参加料は振り込まないでください（会員登録費振込専用口座）



トーナメント諸規則

１．大会出場資格
１）山口県テニス協会に個人登録した選手であること
２）県外選手も山口県テニス協会の個人登録が必要です
３）国体、全日本、ダンロップについては現住所または勤務地が山口県内の選手であること
４）ＳＣＵ(Solo Chair-Umpire)およびセルフジャッジで試合ができること
５）県内の大会に出場する県外大学生・社会人の場合はふるさと選手であること
６）国体県予選には高校生以下および外国籍の選手の出場は認めません
７）県体、ねんりんピック、混合ダブルスの大会は個人登録を問いません
８）赤川杯山口県テニス選手権大会の一般の種目に出場する選手はシニア登録では出場できません

ベテランの種目に出場する選手でJTAへ選手登録した選手は個人登録を問いません
９）団体戦は県内の地区協会に所属した団体の選手で構成する

２．クラス分けのある大会の出場資格については出来るだけ最新のランキングを参考にし、以下の基準を採用します
１）男子Ａクラス：５０位以上の選手
２）男子Ｂクラス：ポイントランキング５１位以下の選手
３）男子Ｃクラス：ポイントランキング１５１位以下の選手
４）男子Ｄクラス：ポイントランキング２５１位以下の選手
５）女子Ａクラス：２０位以上の選手
６）女子Ｂクラス：ポイントランキング２１位以下の選手
７）女子Ｃクラス：ポイントランキング７１位以下の選手

※ダンロップトーナメント、実業団（Ｂ）県予選は除く。要項参照
※個人の大会において、下位クラスの選手が上位クラスの種目(Ａクラスを除く)に出場する場合の制約はありません
※ダブルスの場合はパートーナーの上位クラスを優先します

３．年齢別のある大会の出場資格（年齢起算）について各大会要項に定めます
４．大会開催日の変更について

１）各大会の予備日は設定しない
２）雨天順延による日程の変更は要項に定めた日程で行います

延期の種目は別途日程を指定します
３）雨天等による日程を変更する場合は、全国、中国大会の予選大会以外は以下の通りに定めます

雨天中止の試合日より２週間以上あけた土・日・祭日に設定し、連絡します
５．ルール

１）要項に定めない事項については「JTA TENNIS RULE BOOK」テニス規則・トーナメント諸規則に準じます
２）遅刻に対するペナルティを採用します
３）県協会が主催、後援する大会においてダブルエントリーは認めません

(但し大会予備日はダブルエントリーとはならない)
６．大会申込と支払い方法

１）申込用紙は団体戦と個人戦のシングルス、ダブルスがあります。それぞれの用途に従って使用してください
ワープロで作成された申込用紙も受け付けます
個人登録された氏名、所属を楷書で記入してください。（略字等は書かないでください）

２）年齢に制限のある種目は、必ず生年月日を記入してください
３）クラス別および年齢別の大会は種目の欄に出場種目を必ず記入してください
４）仮ドロー発送先氏名､住所､振込名､大会参加料の内訳は必ず記入してください
５）電話での申込、申込の訂正または取り消しは受け付けません。必ず郵送、メール(含携帯)またはＦＡＸで行ってください
６）大会申込は要項に定めた締め切り日までにＦａｘ、郵送、メールに添付ファイル(指定のファイル）、携帯メールの申込方法とします
『注意』

１）ホームページからは申込ができません（迷惑メールが多くなり中止します）
２）指定の申込ファイルが必要な方はホームページよりダウンロードしてください
３）メール(含携帯)での申し込み、ＦＡＸの申込用紙にメールアドレスが書かれていた場合は返信メールを出します

ただし手書きの場合は返信メールが出せない場合があります
７.参加料振込は要項に定めた振込期限までに下記の指定金融機関に必ず大会申込書に記入の振込名と金額を振り込んでください

大会申込先 【一般専用】 【ジュニア専用】
〒754-0043 振込先（大会参加料口座） 振込先（大会参加料口座）
山口市小郡明治一丁目15番1号 山口銀行 小郡支店 山口銀行 小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座　　　６４０２８３５ 口座番号　６４２８６８４
Mail ypta@car.ocn.ne.jp 口座名はジュニア・一般共 山口県テニス協会　松重　見司
ＦＡＸ　083-973-0071（TEL 083-973-6362　１０時～１５時）
『注意』

１）ジュニアは大会によっては申込先が違う場合があります。要項を参照してください
２）大会通帳へ個人登録費を振り込む場合は申込書にその旨を記入してください（振り込み手数料はご負担願います）
３）欠場（Ｎ／Ｓ）の場合も参加料は支払っていただきます
４）雨天延期で日程が変更した場合も参加料は返金しません（但し大会が中止または再募集した場合は返金します）

８．Ｊｏｐ対象大会に出場した選手でＪｏｐを取得する場合は、日本テニス協会の選手登録が必要です
選手登録は日本テニス協会のホームページを参照し手続きをお願いします

９．その他
１）ドローは出来る限り最新のランキングを参考に作成します
２）ランキングが不明な者についてはドロー審議委員で検討し設定します
３）大会進行はオーダーオブプレイで進行します。やむを得ず変更することがあります
４）その他不明の点は競技委員、大会責任者、協会事務局の指示に従ってください
５）レフェリー判断でセルフジャッジに変更することがあります
６）ＳＣＵをする方は最低限フットフォルト、レット、カウントのコールを大きな声で選手にわかるようにして下さい
７）一般大会はセットブレークを採用します
８）大会期間中の事故、負傷については、一切の責任は負いません。体調が悪い場合は無理をせず棄権する勇気を持ってください



山口県医師テニス同好会　有志

※　医科学委員会です。お気軽にご相談ください。

じ ん じ ょ 薬 局

神 女 薬 局

代々木商事(有)

代 々 木 薬 局
木 本 安 信 木 本 安 信

〒745-0037 周南市栄町１丁目５‐１ 〒745-0801 周南市久米東神女３２００‐５

ＴＥＬ ０８３４－２２－２０４０ ＴＥＬ ０８３４－２６－２４９０

医 療 法 人 至 誠 会

黒 川 病 院 梅 田 病 院
梅 田 馨

〒745-0811 周南市五月町８‐１９ 〒743-0022 光市虹ケ浜３丁目６番１号

黒川健甫・黒川徹・黒川陽子

赤 川 悦 夫

ＴＥＬ ０８３４－３２－２０１５ ＴＥＬ ０８３３－７１－００８４

（ 医 ） 実 誠 会

　　支えられております。

　

　　山口県テニス協会は広告掲載者の皆様に

お お ど の 診 療 所

　

山口市石観音町４－４

ＴＥＬ ０８３－９２２－０２９９

〒753-0038

　ご尽力を頂いております。

　選手のアシスト、特にジュニアの育成にも



河 村 芳 高 小 野 薫

〒757-0005 山陽小野田市鴨庄１８‐６ 〒746-0018 周南市大神３丁目１２‐１

山口県医師テニス同好会　有志

※　医科学委員会です。お気軽にご相談ください。

医 療 法 人 医 療 法 人

河 村 医 院 お の ク リ ニ ッ ク

耳鼻咽喉科前田医院 小 林 眼 科
前田昇一・前田一彦・前田恵子 小 林 元 巳

〒743-0063 山口県光市島田２丁目１８-３

０８３６－７２－０２７０ ＴＥＬ ０８３４－６１－２３００

（ 医 ） 創 医 会 医 療 法 人

ＴＥＬ

０８３－９３２－１２３６

ホ ワ イ ト 歯 科
柴 原 伸 也

ＴＥＬ ０８３３－７１－０２７１ ＴＥＬ

〒747-0809 防府市寿町4-25　河内ビル２Ｆ

ＴＥＬ

　

　選手のアシスト、特にジュニアの育成にも

　　支えられております。

０８３５－３８－０３４５

　ご尽力を頂いております。

〒753-0070 山口市白石町２丁目６-５２-１

　　山口県テニス協会は広告掲載者の皆様に



山口県医師テニス同好会　有志

※　医科学委員会です。お気軽にご相談ください。

ふるたに消化器内科 宇 野 医 院 本 院
古 谷 晴 茂 宇 野 慎 一

〒745-0831 周南市楠木１丁目９－５ 〒745-0805 周南市大字櫛ヶ浜５０１番地

ＴＥＬ ０８３４－３９－２５２５ ＴＥＬ ０８３４－２５－００７５

（ 医 ） 北 斗 会 （ 医 ） 滴 翠 会

小 林 耳 鼻 咽 喉 科 多 田 ク リ ニ ッ ク
多 田 良 和

〒744-0012 山口県下松市北斗町８－８ 〒743-0053 光市島田１丁目１番２１号

小 林 究

梅 原 耳 鼻 咽 喉 科
梅 原 毅

〒745-0073

ＴＥＬ ０８３３－４１－０１３４ ＴＥＬ ０８３３－７４－２９６０

　　山口県テニス協会は広告掲載者の皆様に

　　支えられております。

　

周南市代々木通１－１４

ＴＥＬ ０８３４－２１－０５６３

　選手のアシスト、特にジュニアの育成にも

　ご尽力を頂いております。



一般大会 要項
主催大会　主管大会

（１）集計対象大会
1)主催大会、主管大会および後援する大会

（２）集計者対象　
1)山口県テニス協会に個人登録している選手
2)山口県テニス協会主催（後援）する大会に出場した選手
3)年齢別にポイントランキングを集計します

（３）取得の基準
1)全ての参加選手にポイント表のポイントに以下の比率でかけたポイントを与える

一般男子シングルス：１．０　 ダブルス：０．７５
一般女子シングルス：０．７５ ダブルス：０．５
年齢別　シングルス ：０．３ ダブルス：０．２

2)本戦にストレートインの選手と予選勝ち抜き選手はそのラウンドのポイントを与える
3)本選にラッキールザーで本選に出場した選手は本選初戦を勝った時にそのポイントを与える
4)フィードインコンソレーションを行った場合は本戦の結果に比率かけたポイントを与える
5)リタイヤの場合はそのラウンドのポイントを与える
6)バイで２回戦に入った選手が２回戦で敗退した時は初戦敗退と同じポイントを与える
7)ＮｏＳｈｏｗ、Ｄｅｆの場合は０点とし、出場回数に加算する（大会期間中）

但しＮｏＳｈｏｗは下記に明記された連絡先に大会日の前日の指定時間までにＦＡＸ，メールにより
連絡した場合と大会レフェリーが認めた場合は加算しません
無連絡の場合は、ドローの名前を赤字表記

〒754-0043
山口市小郡明治一丁目１５番１号
Mail：ypta@car.ocn.ne.jp
FAX：083-973-0071（TEL： 083-973-6362　１０時～１５時）

（４）順位
1)過去５２週間に行われた対象大会で獲得したポイントを合計し、その参加大会数で割った

アベレージポイントの多い選手を上位とする
参加大会数が基準大会数に満たない場合は基準大会数で割ったアベレージポイントとする
基準大会数

一般男子＝４ 50歳男子＝１ 70歳男子＝１ 一般女子＝４ 55歳女子＝１
35歳男子＝１ 55歳男子＝２ 75歳男子＝１ 40歳女子＝１ 60歳女子＝１
40歳男子＝１ 60歳男子＝１ 45歳女子＝１ 65歳女子＝１
45歳男子＝３ 65歳男子＝２ 50歳女子＝１

2)同ポイントの場合大会出場数の少ない選手を上位とする

（５）発表　　
1)年度初めに発表します
2)ホームページに集計後最新ランキングを随時掲載します

（６）ポイント

グレード１０ 赤川杯山口県テニス選手権大会
グレード　９ 全日本選手権大会山口県予選・国民体育大会山口県予選
グレード　８ ダンロップＡ
グレード　７ シニア・中原杯・近県・防府・岩国・下関・周陽
グレード　６ ヨネックスA・ダブルスＡ
グレード　５ ダンロップＢ
グレード　４
グレード　３ ヨネックスＢ・ダブルスＢ
グレード　２ ヨネックスＣ・ダブルスＣ
グレード　１

25 15
　準優勝 104 88 72 72 72

３位

 ６回戦勝者 65 55 45 45 45

 ４回戦勝者 39 33 27 18
 ５回戦勝者

ベスト４(４位) 78

ポイントランキングの基準

 　優勝 130 110 90 90 90 80 40 30

52 44 36 31.5
13.5
22.5

64 32 24

12 6 4.5

66 54 54 54
91 77 63 63 63

20 12
28 21 17.5 10.556

20 15 12.5 7.5
48 24 18 15 9
40

5 4.5
20 10 7.5 6.25 6

 ２回戦勝者 10.4 8.8 9 6.75
 ３回戦勝者 22.1 18.7 18 9

6.75 6 3 3 2.5 2.25
8 4 3.75 3 2.79

3.2 2.6 2.55 1.875 1.53.6
  初戦敗退 2 2 2 2
 １回戦勝者 5.2 4.4 4.05 3.6

2 1 大会ｸﾞﾚｰﾄﾞ 10 9 8 7 6 5 4 3

2 2 2 2 1.5 1



１、セルフジャッジの方法
プレーヤー・チームが判定とコールすることをセルフジャッジと言い、以下のとおり行なう。

１)サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンスする。

２）ネットより自分側のコートについて判定とコールをする。ボールがラインにタッチした時、ボールとラインの間に空間が

　見えなかった時、あるいはボールを見失って判定できなかったときは「グッド」である。

　ボールとラインの間に、はっきりと空間が見えた時は「アウト」または「フォールト」である。

３）判定とコールは、相手にはっきりと分かる声とハンドシグナルを使ってボールの着地後速やかに行なう。

　代表的なハンドシグナルは、人差し指を出してアウト、フォールトを示し、手のひらを地面に向けてグッドを示す。

４）クレーコートでは、相手のプレーヤー・チームにボールマークの確認を要求できる。必要であれば、相手コートへ行って

　ボールマークを見ても良い。相手と判定が食い違った場合はレフェリーが最終判定をする。両者が示すボールマークの

　位置が食い違う場合、あるいは判定できるほどのマークが残っていない場合は最初のコールが成立する。ただし必要以

　上にBMIを申し出る選手には、レフェリーが適切な処置を取る場合がある。クレーコート以外はボールマークのチェックを

　行うことはできない。

５）インプレー中、他コートからボールが入って来るなどの妨害が起こった場合は、「レット」とコールしてプレーを停止し、

　そのポイントをやり直す。

６）インプレー中、プレーヤーがラケット以外の着衣・持ち物を相手コート以外の地面に落とした場合、それが1回目の時は、

　レットをコールしてプレーを停止し、そのポイントをやり直す。２回目以降、落とすたびにそのプレーヤーが失点する。

　レットのコールは、落し物をしたプレーヤー・チームがコールすることはできない。相手プレーヤー・チームが妨害を受けた

　と判断した場合に限りコールできる。ただし、落としたことがプレーに影響を及ぼしていいない場合はポイントが成立する。

７）スコアがわからなくなった時は、双方のプレーヤーが合意できるスコアまでさかのぼり、それ以降のプレーで双方が

　合意できるポイントを足したスコアから再開する。合意できなかったポイントは取り消される。ゲームスコアが分からなく

　なった時も同様に処理する。

　再開する時のエンドとサーバーは、合意されたスコアに準ずる。ただし、ゲームスコアが訂正され、再開する場合のサー

　バーは、次の順のサーバーに交代しなければならない。（同じプレーヤーが２ゲーム連続サーバーにはなれない。）

８）次の場合はレフェリーまたはロービングアンパイアに速やかに申し出る。

　①試合中、トイレ、着替え、ヒートルールなどでコートを離れる時

　②相手選手の言動やコール、フットフォールト等に疑問、不服がある場合

　③プレーヤー同士で解決できないようなトラブルが起こった時

９）メディカルタイムアウトを取りたい時は、レフェリーまたはロービングアンパイアに申し出る。トレーナーのいない大会

　ではプレーヤー自身が手当てをすることができるが、レフェリーまたはロービングアンパイアによって、手当てを必要と

　する状態かどうか確認後、その許可を得て３分以内に処置を行う。

１０）試合終了後、勝者は大会本部に試合ボールを届け、スコアを報告する。

１１）各判定とコールする権利者は以下の通りとする。

　　　　ａ　フォールト、アウト、グッドはネットから自分側のプレーヤー・チームのいずれか。

　　　　ｂ　ネット、スル―、タッチ、ノットアップ、ファウルショットは両プレーヤー・チーム。

　　　　ｃ　フットフォルトはコート内にいるレフェリー（アシスタントレフェリー）。

１２）オーバールール

　イン、アウトのオーバールールは巡回しているレフェリー（アシスタントレフェリー）、ロービングアンパイアのいずれかが行える。

１３）妨害によるレットのコール

　　　　ａ　コート外から妨害によるレットのコールは両プレーヤー・チームができる。

　　　　ｂ　対戦相手による無意識の妨害（落し物１回目を含む）は妨害を受けたプレーヤー・チームのみレットをコールできる。

　　　　　　２回目以降は故意に妨害したとして失点する。

　　　　ｃ　対戦相手から故意の妨害ヒンダランスは、妨害を受けたプレーヤー・チームからの申し出によりレフェリー（アシスタン

　　　　　　トレフェリー）、ロービングアンパイアが判断する。ただし妨害を認知しながら意識的にプレーを続行した場合は妨害と

　　　　　　見なされない。

１４）誤ったコールを直ちに訂正し場合

　インだったボールを誤ってアウトとコール（ミスジャッジ）したが直ちに訂正（コレクション）した場合は１回目は故意でではない

　妨害としてポイントレットにする。ただし、ミスジャッジの前に打たれたボールが明らかなウイニングショットまたはエースだった

　場合は、ミスジャッジしたプレーヤー・チームの失点となる。そして、２回目以降は故意に妨害したとして失点する。

チェアアンパイアがつかない試合方法（JTA　TENNIS　RULE　BOOK）



（１）日程 ５月７日（土）
（２）会場 宇部市中央公園テニスコート
（３）種目（資格） １）５～９名の選手で構成された一般男子、一般女子のチームであること（個人登録は問いません）

２）選手はその実業団の正社員及び関連会社（資本関係あり）の社員で構成する。協力会社（資本関係なし）は除く。
３）事業所が県内に２ヶ所以上ある選手はどちらか片方を選択し、その選択したチームで出場する
４）過去７年間にデ杯・全日本(本戦:一般の部)および過去５年間に全日本学生(本戦)に出場した選手を除く
５）メンバーの追加は当日1名のみ認める
６）１人が２チーム以上を兼ねることは出来ない

（４）試合方法 １）８ゲームスプロセット(セットブレーク方式)のトーナメント方式(申込数により変更します）
２）１シングルス、２ダブルスで行う。（単・複重複不可）
３）原則としてセルフジャッジ
４）天候等により変更することがある。

（５）試合球 ダンロップフォートイエロー（各チーム3缶用意）
※ボールは双方がもちより、敗者チーム負担とする

（６）参加料 ６５００円／団体（※５００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）
（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）
申込期間：３月２１日（月）～４月４日（月） 振込期限：４月４日（月）（振込手数料はご負担願います）
〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５
Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司
FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）中国予選大会へ一般男子、一般女子とも上位２チームを県代表として推薦する。
中国地区予選：７月２日（土）～３日（日）（広島・びんご）　　全国大会：８月２６日（金）～２８日（日）(静岡・浜松）

（１）日程 ６月４日（土） 一次予選　ブロック別トーナメント ９：００～
６月５日（日） 最終予選

（２）会場 宇部市中央公園テニスコート
（３）種目（資格） 一般男女

１）日本国籍を有する者
２）山口県テニス協会に個人登録し、現住所又は勤務地が山口県内選手であること
３）ふるさと選手として出場する場合は山口県内の中学校・高校を卒業した選手であること
４）高校生以下の出場は認めません
５）ドローサイズ(一般男子：３２ 一般女子：３２)以上の場合は選考し、外れた選手には後日協会から連絡します

（４）試合方法 １）８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式（各ゲーム２回目のジュースのとき、ノーアドバンテージに切替える）
２）セルフジャッジ
本大会は一次予選を行った後、最終予選にて代表選手を選考いたします
※一次予選について・・・
一次予選は、国体予選最終予選DAの選手を除いた選手で行います
一次予選突破可能な人数に応じたブロックに分けトーナメントを行い、各ブロック優勝者が最終予選に進出します
最終予選DA選手は、以下の順に２名を決定します
　①JTAオフィシャルポイントランキング100位以内(申込開始日の前週時点)
　②昨年度国体代表選手NO.１の選手
　③昨年度国体代表選手NO.２の選手
DA等については、ドロー会議にて決定いたします
※最終予選について・・・
最終予選は、国体予選最終予選DAの選手と一次予選を突破した選手で以下の通り行います
　①４人によるリーグ戦を行います
　②上位２名を今年度の山口県国体代表選手と決定します
なお、リーグ戦の順位は以下の順に決定します
（１）勝ち星の数が多い選手
（２）２人が同じ勝敗数の場合は、対戦結果
（３）３人が同率の場合はゲーム奪取率が高い選手

（５）試合球　 ダンロップフォートイエロー
（６）参加料 ２６００円／人(含保険料７００円)（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）
（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）
申込期間：５月２日（月）～５月１６日（月）
〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５
Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司
FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）国体への出場選手
成年 一般男子、女子の優勝選手と準優勝選手の２名
国体中国予選　８月１９日（金）～８月２１日（日）（広島・広域）　　
国体全国大会　１０月２日（日）～１０月５日（月）（栃木・宇都宮）

全国実業団（Ｂ）対抗テニス大会山口県予選

第７７回　国民体育大会　山口県予選

振込期限：５月１６日（月）（振込手数料はご負担願います）



（１）日程 ６月５日（日）　９：００～

（２）会場 宇部市中央公園テニスコート

（３）種目（資格） ３５歳以上男子：シングルス 昭和６２年１２月３１日以前に出生した選手

４５歳以上男子：ダブルス 昭和５２年１２月３１日以前に出生した選手

４０歳以上女子：シングルス、ダブルス 昭和５７年１２月３１日以前に出生した選手

【注意事項】 １）山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２）単・複重複不可

（４）試合方法 １）８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)

（各ゲーム２回目のジュースのとき、ノーアドバンテージ方式に切り替える）

トーナメントまたはリーグ方式による個人戦

２）セルフジャッジまたはＳＣＵ

（５）試合球　 ダンロップフォートイエロー

（６）参加料 シングルス　２１００円／人　　ダブルス　３１００円／組　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：５月２日（月）～５月１６日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362　） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）全国大会日程　　　 　 ９月２３日（金）～２５日（日）　（岩手）

１）ベテランJop対象大会で、全国大会に出場する選手は日本テニス協会への個人登録登録が必要です

（１）日程 ７月３０日(土)・３１日（日）　９：００～ 一般男子・女子　※女子は３１日（日）のみ

（２）会場 宇部市中央公園テニスコート

（３）種目（資格） 一般男子・女子：シングルス

【注意事項】 １）山口県テニス協会に個人登録した選手で現住所又は勤務地が山口県内にある選手であること

２）県外の選手は山口県にふるさと選手登録した選手であること

（４）試合方法 １）トーナメントまたはリーグ方式による個人戦

２）ショート３セットマッチ（４ゲームマッチ、ファイナルセット　１０ポイントタイブレーク）

　　ＳＦからは３セットマッチ

　　（雨天等で変更もあります）

３）セルフジャッジまたはＳＣＵ

（５）試合球 ダンロップフォートイエロー

（６）参加料 ２１００円／人（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：６月１３日（月）～６月２７日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）西日本大会（９月１３日（火）～１６日（金）（兵庫、ビーンズドーム）へ、一般男子、一般女子の県予選の優勝選手を県代表として推薦する

全日本大会：１０月２６日（水）～１１月６日（日）(大阪　靭) ※予定

（９）その他 １）Ｊｏｐ対象大会です　選手でＪｏｐを取得する場合は、日本テニス協会の個人登録が必要です

日本テニス協会のホームページを参照してください

２）日本テニス協会に個人登録してある選手は申込用紙に登録番号も記載してください

３）ドローは山口県ポイントランキングで作成します。

全国スポーツマスターズ　山口県予選

振込期限：５月１６日（月）（振込手数料はご負担願います）

全日本テニス選手権大会　山口県予選

振込期限：６月２７日（月）（振込手数料はご負担願います）



(１)日程 ８月７日（日）　９：００～

(２)会場 キリンビバレッジ周南庭球場（周南市／砂入り人工芝）

(３)種目(資格) １）個人登録は問いませんが、県内の地区協会に所属した団体の一般男子、一般女子選手で構成する

２）選手登録は１チーム５名以上の男・女（当日の選手追加は認めます。チームの変更は認めません）

５人以上の選手が出場できない場合は失格とします

３）１人が２チームを兼ねることは出来ない

(４)試合方法 １）セルフジャッジまたはＳＣＵ

２）１シングルス、２ダブルスによる団体戦で、Ｄ2、Ｓ1、Ｄ1の順で試合を行う（単・複の重複不可）

３）８ゲームズプロセット（出場数により１セットマッチに変更することがあります）セットブレーク方式

試合は初回戦を除き､ﾎﾟｲﾝﾄが決定したら打ち切ります

(初回戦は、ﾎﾟｲﾝﾄ決定後は､6ｹﾞｰﾑ先取(セットブレーク方式)で実施する)

４）コンソレーションを行います

※天候等により変更することもあります

(５)試合球 ダンロップフォートイエロー（各チーム3缶用意）

※ボールは双方がもちより、敗者チーム負担とする

(６)参加料 ６５００円／団体　　（※５００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：６月２０日（月）～７月４日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（１）日程 ９月２３日（金祝）

（２）会場 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

（３）種目（資格） 男子 A級男子（制限なし）（中国決勝大会はA級のみ）

※B級男子は県内大会のみで中国決勝大会はありません。

４５歳以上男子・女子 昭和５２年１２月３１日以前に出生した選手

５５歳以上男子・女子 昭和４２年１２月３１日以前に出生した選手

一般女子 制限無し

【注意事項】 山口県テニス協会に個人登録している選手で、現住所又は勤務地が山口県内選手であること

（４）試合方法 １）８ゲームズプロセット(セットブレーク方式)のトーナメントまたはリーグ方式による個人戦

２）セルフジャッジまたはＳＣＵ

（５）試合球　 ダンロップフォートイエロー

（６）参加料 ３１００円／組　　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：８月１日（月）～８月１５日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）中国大会日程 １０月２２日（土）～２３日（日）（山口　維新）

山口県職域クラブ対抗テニス大会

振込期限：７月４日（月）（振込手数料はご負担願います）

ダンロップテニストーナメント山口県大会

B級男子　　過去5年間全日本選手権、全日本学生選手権（含む予選）、過去2年間国体に出場した選手を除く

振込期限：８月１５日（月）（振込手数料はご負担願います）



（１）日程 １１月６日（日）

（２）会場 岩国市テニスコート（岩国市運動公園内）

（３）種目・　　 単複の重複は不可‥‥必要人員１４名/チーム

チーム構成 １）現住所又は勤務地が出場する郡市にある選手であること

１）４５歳以上女子：昭和５２年１２月３１日以前に出生した選手

２）４５歳以上男子：昭和５２年１２月３１日以前に出生した選手

３）５５歳以上男子：昭和４２年１２月３１日以前に出生した選手

４）一つの市町村より複数のチームの出場可

５）ベテランは助っ人可。ただし県内選手に限る…申込時に表示、連絡する。

（４）資格 １）現住所又は勤務地が出場する郡市に在る選手であること　

２）郡市単位で選考された選手で構成されたチームであること

３）一般男女は、小、中、高校生を除く成年男女とする。

（５）試合方法 １）トーナメント方式による郡市対抗の団体戦

２）試合順序‥‥一般男子⇒一般女子⇒４５歳男子⇒４５歳女子⇒５５歳男子

３）１，２回戦　６ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)　

　　準決勝、決勝が８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)　

４）初戦は全ポイントを行い、２戦目以降はポイント決定後打ち切りとする

５）初戦敗者同士の試合実施

（６）審判 セルフジャッジ

（７）試合球 ダンロップフォートイエロー　※決勝戦を除き各チーム負担とします

（８）参加料 無料  　各チーム負担 　ダンロップフォートイエロー９缶（２個入り）

（９）申込締切 各郡市配布の山口県県体要項による（９月下旬頃の予定）

（10）申込方法 出場希望の団体は、各郡市の体協に問い合わせ、早めに要項等を取り寄せて申し込みください

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号

山口県テニス協会 Mail：ypta@car.ocn.ne.jp

ＦＡＸ：083-973-0071（ＴＥＬ：083-973-6362）

山口県体育大会テニス競技

一般男子 一般女子 ４５歳男子 ４５歳女子 ５５歳男子

Ｓ１・Ｄ１ Ｓ１・Ｄ１ Ｓ１・Ｄ１ Ｄ１ Ｓ1・Ｄ１



（１）日程 一般 35 40 45 50 55 60 65 70 75
S S S・D S S
D S・D
D S・D S・D S・D S・D
S S・D
D S S S S S
D S S S S S
S D D D D D
S D D D D D
S S S S S S
S S S S S S

※種目の日程については申込み数により変更することがあります
（２）会場 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

※雨天等で会場の変更があります
（３）種目（資格） 一般男子､女子 Ｓ・Ｄ 制限無し

３５歳以上男子 Ｓ・Ｄ 昭和６２年１２月３１日以前に出生した選手
４０歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和５７年１２月３１日以前に出生した選手
４５歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和５２年１２月３１日以前に出生した選手
５０歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和４７年１２月３１日以前に出生した選手
５５歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和４２年１２月３１日以前に出生した選手
６０歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和３７年１２月３１日以前に出生した選手
６５歳以上男子、女子 Ｓ・Ｄ 昭和３２年１２月３１日以前に出生した選手
７０歳以上男子 Ｓ・Ｄ 昭和２７年１２月３１日以前に出生した選手
７５才以上男子 Ｓ・Ｄ 昭和２２年１２月３１日以前に出生した選手

【注意事項】 １）一般は山口県テニス協会に個人登録している選手であること
山口県にふるさと登録された選手は登録を免除します
全日本県予選及び国体予選の優勝者、準優勝者及び国体予選のベスト４は本戦ストレートインとします
ベテランは山口県テニス協会に個人登録している選手またはＪＴＡに選手登録している選手であること

２）出場枠（参加資格順）はポイントランキングの上位者、過去の成績から選考します
（選考外の選手は後日協会から連絡します）

３）年齢の異なるシングルス、ダブルスには出場できません
４）大会種目の申込選手がベテランの種目は4名（4組）未満の場合不成立とします（後日連絡します）

ただしJTAに登録された選手が申しこまれてない場合は2名（2組）以上で行います
（４）試合方法 １）トーナメントまたはリーグ方式による個人戦

２）一般本戦：３セットマッチ・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)
１６ドローを超えた場合は８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)に変更
ＳＦから３セットマッチとします

　　ベテラン本選：３セットマッチ・ノーアドバンテージ方式(セットブレーク方式)
３）予選：８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)

（各ゲーム２回目のジュースのとき、ノーアドバンテージ方式に切り替える）
※ただし出場選手多数の場合は１セットマッチに変更します

４）セルフジャッジ またはＳＣＵ
（５）試合球 ダンロップフォートイエロー
（６）参加料 一般の部（ワンコイン対象大会）

シングルス　２１００円／人　　ダブルス　３１００円／組
ベテランの部（ワンコイン対象大会）

山口県テニス協会個人登録選手：シングルス　２１００円／人　　ダブルス　３１００円／組
山口県テニス協会   未登録選手：シングルス　５１００円／人　　ダブルス　５１００円／組

※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金
※ＪＴＡ登録選手も未登録選手です

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします
　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：９月２０日（火）～１０月１１日（火）
〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５
Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司
FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（８）ドローサイズ 種目 　本選シングルス 予選シングルス 本選ダブルス 予選ダブルス
一般男子 16 ３２×８(ﾌﾞﾛｯｸ) 8 ３２×４(ﾌﾞﾛｯｸ)
一般女子 16 １６×８(ﾌﾞﾛｯｸ) 8 ３２×４(ﾌﾞﾛｯｸ)
年齢別 16 16

※一般シングルス・ダブルス申込数により本選ドローサイズを変更する場合があります
本選ドローサイズ変更の場合は試合方法を変更する場合があります

※年齢別は本選のみとします
出場数がドローサイズより多い場合は試合方法を変更することがあります

（９）その他 １）ベテランはＪｏｐ対象大会です
選手でＪＯＰランキングを取得する場合は、日本テニス協会の選手登録が必要です
登録は日本テニス協会ホームページを参照してください

２）日本テニス協会に選手登録してある選手は申込用紙に登録番号も記載してください
３）ベテランの種目はシードをJＯＰランキングで決定します

赤川杯山口県テニス選手権大会
＜一般男女はJop対象外大会、ベテランはJop対象大会＞

日程 種目

１１月１２日（土）
男子
女子

１１月１３日（日）
男子
女子

１１月１９日（土）
男子
女子

１１月２０日（日）
男子
女子

１１月２３日（水祝）
男子
女子

振込期限：１０月１１日（火）（振込手数料はご負担願います）



（１）日程 ２０２３年１月８日（日） 男子Ａ級・Ｂ級・(Ｃ級)・女子Ａ級・(Ｂ級)

※種目の日程については申込みにより変更することがあります

（２）会場 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

（３）種目（資格） Ａ級男子：制限なし

Ｂ級男子：前年度本大会のＢ級優勝選手及び一般男子シングルス５０位以上の選手を除く

(Ｃ級男子：男子B級の初戦敗者)

Ａ級女子：制限なし

(Ｂ級女子：女子A級の初戦敗者)

【注意事項】 １）山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２）申込開始の前日にHPにアップされているランキングにおいてクラス分けを行います

（４）試合方法 １）８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)

（各ゲーム２回目のジュースのとき、ノーアドバンテージ方式に切り替える）

２）トーナメントまたはリーグ方式による個人戦

３）リーグ方式でない場合は、コンソレーションを行います　１セットマッチ（セットブレーク方式）

４）セルフジャッジまたはＳＣＵ

（５）試合球　 未定

（６）参加料 ２１００円／人　　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：１１月２１日（月）～１２月５日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（１）主催 山口県テニス協会

（２）主管 山口県テニス協会

（３）日程 ２０２３年１月８日（日）

（４）場所 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

（５）種目（資格） ５０才以上女子 昭和４７年１２月３１日以前に生まれた選手

５５才以上男子・女子 昭和４２年１２月３１日以前に生まれた選手

６０才以上男子・女子 昭和３７年１２月３１日以前に生まれた選手

６５才以上男子・女子 昭和３２年１２月３１日以前に生まれた選手

７０才以上男子 昭和２７年１２月３１日以前に生まれた選手

【注意事項】 ①山口県テニス協会に個人登録している選手であること

（６）試合方法  トーナメント方式またはリーグ戦による個人戦、１セットマッチ（ノーアドバンテージ方式）

（７）試合球 未定

（８）参加料 ２１００円／人　　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（９）申込方法：下記に書かれた住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：１１月２１日（月）～１２月５日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

ヨネックスシングルストーナメント

振込期限：１２月５日（月）（振込手数料はご負担願います）

ヨネックスベテランシングルステニストーナメント

振込期限：１２月５日（月）（振込手数料はご負担願います）



（１）日程 ２０２３年　３月１９日（日）　９：００～ 男子Ａ級・Ｂ級・Ｃ級・女子Ａ級・Ｂ級

（２）会場 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

（３）種目（資格） Ａ級男子：一般男子ダブルスランキング１～５０位の選手

Ｂ級男子：前年度本大会のＢ級優勝選手及び一般男子ダブルス５０位以上の選手を除く

Ｃ級男子：前年度本大会のＣ級優勝選手及び一般男子ダブルス１５０位以上の選手を除く

Ａ級女子：一般女子ダブルスランキング１～２０位の選手

Ｂ級女子：前年度本体会のＢ級優勝選手及び一般女子ダブルス２０位以上の選手を除く

【注意事項】 １）山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２）申込開始の前日にHPにアップされているランキングにおいてクラス分けを行います

３）クラスの違う選手が組んで出場する場合は上位のクラスに出場すること（※Ａ級以外の選手はA級選手と組む場合のみA級出場可）

４）下位ランク選手がＡ級以外の上位ランクの種目に出場する制約は有りません

（４）試合方法 １）８ゲームズプロセット・セミアドバンテージ方式(セットブレーク方式)トーナメントまたはリーグ方式による個人戦

（各ゲーム２回目のジュースのとき、ノーアドバンテージ方式に切り替える）

２）リーグ方式でない場合は、コンソレーションを行います　１セットマッチ（セットブレーク方式）

３）セルフジャッジまたはＳＣＵ

（５）試合球　 ダンロップフォートイエロー

（６）参加料 ３１００円／組　　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：２月６日（月）～２月２０日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

（１）主催 山口県テニス協会

（２）主管 山口県テニス協会

（３）日程 ２０２３年　３月１９日（日）　９：００～

（４）場所 維新百年記念公園テニス場(砂入り人工芝）

（５）種目（資格） ４５才以上男子・女子 昭和５３年１２月３１日以前に出生した選手 ・・・都市対抗ベテラン山口県予選を兼ねる

５５才以上男子 昭和４３年１２月３１日以前に生まれた選手 ・・・都市対抗ベテラン山口県予選を兼ねる

６０才以上男子・女子 昭和３９年４月１日以前に生まれた選手 ・・・ねんりんぴっく山口県予選を兼ねる

７０才以上男子 昭和２９年４月１日以前に生まれた選手 ・・・ねんりんぴっく山口県予選を兼ねる

【注意事項】 ①山口県テニス協会に個人登録している選手であること

②４５才以上男子・女子、５５歳以上男子の優勝ペアは都市対抗ベテラン山口県代表となる

③６０才以上男子・女子、７０才以上男子の優勝ペアはねんりんピック山口県代表となる

　

（６）試合方法  トーナメント方式またはリーグ戦による個人戦、１セットマッチ（ノーアドバンテージ方式）

（７）試合球  ダンロップフォートイエロー

（８）参加料 ３１００円／組　　（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力）

（７）申込方法：下記の住所へ郵送、ＦＡＸ、メール（添付）の申し込みとします

　支払方法：下記の指定金融機関の口座に振り込んでください(個人登録費専用口座と間違わないでください）

申込期間：２月６日（月）～２月２０日（月）

〒754-0043 山口市小郡明治一丁目１５番１号 山口銀行　小郡支店

山口県テニス協会　事務局 普通口座  ６４０２８３５

Mail:ypta@car.ocn.ne.jp 口座名　山口県テニス協会　松重　見司

FAX:083-973-0071（TEL:083-973-6362） (個人登録費専用口座と間違わないでください）

振込期限：２月２０日（月）（振込手数料はご負担願います）

山口県クラス別ダブルステニストーナメント

振込期限：２月２０日（月）（振込手数料はご負担願います）

山口県ベテランダブルステニストーナメント
兼　2023年度都市対抗ベテラン山口県予選

兼　2023年度ねんりんぴっく山口県予選

④都市対抗ベテラン山口県代表の該当ペアがいない場合は山口県テニス協会推薦ペアを山口県代表とする

⑤ねんりんピック山口県代表の該当ペアがいない場合は山口県テニス協会推薦ペアを山口県代表とする



ジュニア大会申込先

１）申込先
〒７５４－００４３　山口市小郡明治一丁目１５番１号

山口県テニス協会　事務局
Mail　ypta@car.ocn.ne.jp
ＦＡＸ　０８３－９７３－００７１
（ＴＥＬ　０８３－９７３－６３６２　平日１０時～１５時）

【注意】
１．申込書には大会名・種目を記載してください
２．申込書住所･連絡先を必ず記載してください
３．メールでの申し込みは、１大会１メールで申し込むこと

２）参加料振込先
山口銀行　小郡支店（店番３７）
口座番号　６４２８６８４
口座名　山口県テニス協会　松重　見司
【注意】

１．個人登録と混同しないように気をつけてください
２．申込みと同時期に１大会ずつ振り込んでください

ジュニア大会　要項

（お知らせ）全国ジュニア選手の大会参加状況把握のための情報提供について

　大会の試合結果データおよび出場選手の登録情報（選手登録番号、氏名、性
別、生年月日、所属クラブ名・学校名）は、公益財団法人日本テニス協会（以
下、JTA）が行う全国ジュニア選手の大会参加状況把握のため、当協会を通じ
てJTAに提供されます。JTAが当協会より取得した選手登録情報について上記以
外の目的で使用したり、調査結果を公に発表したりすることは一切ありませ
ん。今後のよりよいジュニア育成環境構築のため何とぞご理解とご協力のほど
お願い申し上げます。

♪ ジュニア委員会のブログ ♪
大会案内や試合結果、行事、イベント等様々な情報発信を行っています!!

山口県テニス協会ホームページ右上の『ジュニア委員会ブログ』をクリック
（http://ameblo.jp/yamaguchi-junior-tennis/）

♪ ジュニア委員会のブログ ♪
大会案内や試合結果、行事、イベント等様々な情報発信を行っています!!

山口県テニス協会ホームページ右上の『ジュニア委員会ブログ』をクリック
（http://ameblo.jp/yamaguchi-junior-tennis/）

♪ ジュニア委員会のブログ ♪
大会案内や試合結果、行事、イベント等様々な情報発信を行っています!!

山口県テニス協会ホームページ右上の『ジュニア委員会ブログ』をクリック
（http://ameblo.jp/yamaguchi-junior-tennis/）

♪ ジュニア委員会のブログ ♪
大会案内や試合結果、行事、イベント等様々な情報発信を行っています!!

山口県テニス協会ホームページ右上の『ジュニア委員会ブログ』をクリック
（http://ameblo.jp/yamaguchi-junior-tennis/）

♪ ジュニア委員会のブログ ♪
大会案内や試合結果、行事、イベント等様々な情報発信を行っています!!

山口県テニス協会ホームページ右上の『ジュニア委員会ブログ』をクリック
（http://ameblo.jp/yamaguchi-junior-tennis/）



（１）対象大会 山口県テニス協会主催大会、高体連主催県大会及び中学校テニス連盟主催大会のうち、

・山口県ジュニアテニス選手権 ・全国小学生山口県予選 ・高校生学年別テニス大会

・ＲＳＫ全国選抜山口県予選 ・全国中学生山口県予選 ・ウインタージュニアテニス選手権

・Ｕ１５全国選抜山口県予選 ・サマーサーキット ・中国高校テニス選手権大会山口県予選

・ＭＵＦＧジュニア山口県予選 ・オータムサーキット ・高校総体テニス競技県予選

・全国選抜ジュニア山口県予選 ・中国オープンジュニア山口大会 ・県体育大会兼中国高校新人テニス大会山口県予選

・全日本ジュニア選抜室内山口県予選

*１０歳以下の試合はグリーンボール使用専用ランキングとする

（２）集計対象者 対象大会に出場した全選手（県協会登録を問わない）を対象にする

（３）取得の基準 １） 全ての参加選手にポイントを与える （ただし、ＭＵＦＧ県予選、全日本ジュニア選抜室内県予選はベスト１６までとする）

２） 本戦ストレートイン選手が初戦敗退した場合は予選決勝のポイントを与える

３） リタイア（Ret）した場合はその前ラウンドのポイントを与える

４） Byeで２回戦に入った選手が２回戦で敗退した時は初戦敗退と同じポイントを与える

５） No ShowとDefの扱い

No Show　連絡有り：加算しない　連絡なし：0を加算

Def（大会期間中）の場合は0点とする

６） 原則として本戦の結果でのポイントを与える

ただし、フィードインコンソレーションで５～８位に入った場合のみ、その順位のポイントを与える

（４）順位 １） ベストアベレージ方式

・ 各カテゴリーごとに規程分母を定める

・ 分子は、全獲得ポイントの中から、多い順に規定数を抽出したポイントの合計

規定分母に達した場合 ：分母は規定数 分子：ベストポイントの合計

規定分母に達しない場合 ：分母は規定数 分子：獲得ポイントの合計

２） 規定数

Ｕ１８：４　Ｕ１７：４　Ｕ１６：４　Ｕ１５：４　Ｕ１４：５　Ｕ１３：５　Ｕ１２：５　Ｕ１１：５　Ｕ１０：３

１月から６月末までは偶数年齢、７月から１２月末は奇数年齢のカテゴリー表示とする

３） 同ポイントの場合は大会出場数の少ない選手を上位とする

（５）発表 １） 山口県テニス協会のホームページ上に掲載する

２） 山口県テニス協会登録選手のみ発表する

Ｇ

22

21

20

19

18

18

17

17

16

15

14

13

12

12

11

10

9

8

8

7

6

5

4

4

2.819 1.425 0.729

*グリーンボール使用時のポイント*

0.343 0.257 0.214 0.172 0.129 0.107 0.096 0.086 0.043 0.022 0.011

8.457 7.048 6.335 5.638

0.006 0.003 0.001

0.015 0.007

0.364 0.18 0.09

0.015 0.007

中国ｵｰﾌﾟﾝ山口 U12 4.25 3.188 2.656 2.125 1.594 1.328 1.194 1.063 0.531 0.269 0.137 0.069 0.034 0.017

14.096 11.277

ｻﾏｰｻｰｷｯﾄ U11 1.831 1.373 1.144 0.916 0.687 0.572 0.514 0.458

21.318 10.659 5.389 2.755 1.377 0.682 0.341

0.03ｵｰﾀﾑｻｰｷｯﾄ U11

中国ｵｰﾌﾟﾝ山口 U16 85.272

0.122 0.06 0.03

県ジュニア U12

全国選抜 U12

全小

ｵｰﾀﾑｻｰｷｯﾄ U13 7.555 5.666 4.722 3.778 2.833 2.361 2.122 1.889

2.034 1.627 1.22

4.25 3.188

1.017

3.719 2.789

0.034

63.954 53.295 42.636 31.977 26.648 23.953

0.572 0.514 0.229 0.116

0.279

1.162

1.328 1.194

1.045

5.396 4.317

0.477 0.244

0.546

26.183 19.637

学年別１年 59.847

42.638 21.319 10.659

2.324 1.86 1.395

2.656 2.125 1.594

0.944

2.159 1.079

16.364 14.71

12.529 11.262 10.024 5.012

0.229 0.116 0.059 0.03

180 144 108

1.831 1.373

全国選抜 U14 19.734 14.801 12.334 9.867 7.4

全中

15.035

52.366 39.275 32.729

44.885

0.0171.063 0.531 0.269 0.137

0.93 0.465 0.235 0.12 0.06 0.03 0.015

0.069

0.0796.167 5.543 4.934 2.467 1.247 0.637 0.319 0.158

0.321 0.16

U15全国選抜 45.821 34.366 28.638 22.911 11.455 5.728 2.896

10.024 5.012ｻﾏｰｻｰｷｯﾄ U15 40.094 30.071 25.059 20.047 15.035 12.529 11.262 1.2952.534

37.404 29.924 22.443

85.275 63.956

ＭＵＦＧ 99.484 74.613 62.178 49.742 37.307 -31.089 27.945 24.871 4.145 - - - -

0.682 0.34131.978 26.648 23.954県ジュニア U16

5 6 7 8 16 32 64 128

165 132 99 82.5 74.157 66

512

県ジュニア U18 288 216

大会名 1 2 3

ジュニアポイントランキング規程

2564

90 80.899 72 36 18.202 9.303 4.652 2.304 1.152

33 16.685 8.528 4.264 2.112 1.056

中国高校県予選 231 173.25 144.375 115.5 86.625 72.188 64.888 57.75 28.875 14.6 7.462 3.731 1.848 0.924

高校総体 264 198

0.809

学年別２年 99.484 74.613 62.178 49.742 37.307 31.089 27.945 24.871 12.436 6.288 3.214 1.607 0.796 0.398

63.164 56.777県体兼中国新人 202.125 151.594 12.775126.328 101.063 75.797

12.436 6.288

6.529 3.265 1.617

74.613 62.178 49.742 37.307 31.089 27.945 24.871

50.531 25.266

0.479 0.239

53.297

3.214 1.607 0.796 0.398

全日本ジュニア選抜室内 99.484 74.613 62.178 49.742 37.307 31.089 27.945 24.871 4.145 - - - - -

ｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱ 99.484

0.419 0.20913.092 6.546 3.31 1.692 0.846

17.183 14.319 12.871 0.367 0.183

0.648

5.39 2.755

18.702 16.811 14.962 7.481 3.782 1.933 0.967

1.48 0.74

0.648

1.377

0.321 0.16

県ジュニア U14 22.553 16.915 14.096 11.277 8.457 7.048 6.335 5.638 2.819 1.425 0.729 0.364 0.18 0.09

ｵｰﾀﾑｻｰｷｯﾄ U15 40.094 30.071 25.059 20.047 2.534 1.295

0.139 0.069 0.035

ｻﾏｰｻｰｷｯﾄ U13 7.555 5.666 4.722 3.778 2.833 2.361 2.122 1.889 0.944 0.477 0.244 0.122 0.06 0.03

3.238 2.698 2.425RSK 8.634 6.476

0.026 0.0133.254 2.441

0.0591.144 0.916 0.687

中国ｵｰﾌﾟﾝ山口 U14 22.553 16.915

0.914 0.814 0.407 0.206 0.105 0.053

0.458



≪連絡事項≫ （※令和４年４月１日現在。今後の状況により変更となる場合があります）

① 選手の皆さんは、体温計・マスクを持参してください。

② 大会会場到着前に必ず選手・引率者・来場者全員が検温してください。

③ 以下の事項に該当する場合は、参加・来場を見合わせてください。

・試合当日に発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合は出場不可とする（同居家族含む）

・過去２週間（１４日以内）に発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合（同居家族含む）

・味覚・嗅覚に異常を感じる場合

・強い倦怠感（だるさ）や息苦しさがある場合

・同居家族や友人等、身近な知人に感染症を発症した方（または疑いのある方）がいる場合

・過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航、

　または当該在住者との濃厚接触がある場合

・その他、新型コロナウイルス感染症の可能性がある症状を有する場合

④ 選手・来場者の皆さんは、会場内でのマスク着用をお願いします。（試合中のマスク着用は不要です）

⑤ 大会中は、各自でこまめな手洗い、手指消毒をするよう心がけてください。

（用具や用品の共有（ラケット、タオル、ウェアなど）はしないこと）

⑥ 会場での「密」を避けるため、選手以外の応援者は極力、最小限での来場をお願いします。

会場では選手や応援者は接触を避けて一定の間隔（なるべく２ｍを目安に、最低１ｍ）を確保すること。

⑦ 会場内では大きな声での会話や応援等はしないこと。

⑧ 熱中症予防として、水分補給をこまめに行うこと。

⑨ 飲食時は周囲の人となるべく距離をとること。飲食ゴミや使用済みマスク等、ゴミは必ず持ち帰ること。

⑩ 大会本部受付に手指消毒薬を設置します。

⑪ 大会本部は会場内での感染症予防対策に係る注意喚起、周知を呼びかけます。

⑫ 選手・同行者・コーチ引率者等含め、入場者全員に「感染症チェックリスト」を提出していただきます。

１． ４月４日（月）、５日（火）（※予備日４月６日　維新会場のみ）

２． U１６男子・女子、Ｕ１４男子：維新百年記念公園テニス場

Ｕ１４女子、Ｕ１２男子・女子：岩国市運動公園テニスコート

３． Ｕ１６・１４・１２男子・女子シングルス

４． Ｕ１２：２０１０年（平成２２年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００８年（平成２０年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１６：２００６年（平成１８年）１月１日以降に出生の者

５． １セットマッチによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． ２１００円（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　　*県協会へ振り込み

８． ３月３日（木）必着

１． ４月１６日（土）、１７日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． 男子・女子シングルス

４． １） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 山口県内の小学校に在籍している選手であること

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

６． ヨネックス　ツアープラチナム

７． １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ３月１０日（金）～３月２０日（日）必着

９． 中国大会　　６月　４日（土）～　５日（日）　鳥取（布勢）　　　出場枠：５名＋α

全国大会　　８月　２日（火）～　６日（土）　東京（武蔵野ローンテニスクラブ／相娯園グラウンドテニスコート）

使 用 球

申込期間

参加資格

参 加 料

そ の 他

日 程

＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

会 場

参加資格

申込締切

日 程

会 場

種 目

試合方法

全国小学生テニス選手権大会　山口県予選

第２５回中国オープンジュニア山口大会

試合方法

種 目

使 用 球

参 加 料



１． 【本戦】 ５月　３日（火） ：Ｕ１８男子シングルス、Ｕ１８女子ダブルス、Ｕ１６男子シングルス、Ｕ１６女子ダブルス

：Ｕ１４男子シングルス、Ｕ１４女子シングルス、Ｕ１２男子ダブルス、Ｕ１２女子ダブルス

５月　４日（水） ：Ｕ１８男子ダブルス、Ｕ１８女子シングルス、Ｕ１６男子ダブルス、U１６女子シングルス

：Ｕ１４男子ダブルス、Ｕ１４女子ダブルス、Ｕ１２男子シングルス、Ｕ１２女子シングルス

５月　５日（木） ：Ｕ１８・１６・１４・１２男子・女子残り、Ｕ１０男子・女子シングルス

５月　７日（土） ：（予備日）

２． 【本戦】 ５月３日（火）、４日（水） ：Ｕ１８・１６；岩国市運動公園テニスコート

：Ｕ１４・１２；維新百年記念公園テニス場

５月５日（木）、７日（土） ：維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１８・１６・１４・１２男子・女子シングルス・ダブルス

Ｕ１０男子・女子シングルス（グリーンボール）

４． Ｕ１０：２０１２年（平成２４年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１２：２０１０年（平成２２年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００８年（平成２０年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１６：２００６年（平成１８年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１８：２００４年（平成１６年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

４） Ｕ１８で申込多数の場合は、ジュニア委員会で選考し、仮ドローで発表する

５） シングルス、ダブルスの両方に出場する場合は、同じクラスであること

６） シングルスは中国ランキング上位７位まで、ダブルスは中国ランキング８位以内同士の選手によるペアの場合に

県予選を免除（中国スプリング大会終了時点。詳細は別途お知らせ）

５． 本戦：８ゲームズプロセット、予選：１セットマッチによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． Ｕ１０シングルス → １６００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円を含む）　　　*県協会へ振り込み

Ｕ１２・１４・１６・１８シングルス

→ １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

ダブルス　１８００円／組（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． Ｕ１８：１月２４日（月）～２月６日（日）必着（※U１８受付終了）

Ｕ１８以外：３月２１日（月）～４月３日（日）必着

９． 中国大会　　７月１９日（火）～２５日（月）　広島（広域）　出場枠：Ｕ１８・１６・１４・１２：シングルス５名、ダブルス２組＋α

全国大会　　８月２３日（火）～３１日（水）　大阪（靫・江坂）

第４１回山口県ジュニアテニス選手権大会

日 程

会 場

種 目

参加資格

参 加 料

申込期間

そ の 他

試合方法

使 用 球



１． ５月１４日（土） 【団体戦】　【個人戦】ダブルス

５月１５日（日） 【個人戦】シングルス・残りのダブルス

６月１９日（日） （予備日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． 【団体戦】 ７名以上１０名まで

【個人戦】 男子・女子 シングルス・ダブルス ※エントリーは、シングルスかダブルスのうち一種目のみとする

シードについては下記大会等の結果を参考とし決定する

①山口県中学校秋季体育大会

②最新の山口県テニス協会ジュニアランキング

４． １） 選手は山口県にある中学校に在籍していること

２） 個人戦に参加する選手は県協会の個人登録をされている選手であること

また、ダブルスペアは同一の中学校に在籍している選手で組むこと

３） 団体戦は同一中学校に在籍している選手でチーム編成すること

但し、中国大会以上は当該中学校の教員の監督を要する（部活動指導員可、外部指導者不可）

５． 【団体戦】 ・シングルス３ポイント、ダブルス２ポイント、計５ポイント（出場順は問わない）（単複重複は不可）

・1セットマッチ

・試合はセルフジャッジとする

・団体戦の監督は当該中学校の教員であること　（部活動指導員可、外部指導者不可）

【個人戦】 ・シングルス、ダブルス

・1セットマッチ

・試合はセルフジャッジとする

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． 【団体戦】：２５００円（※５００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　*県協会へ振り込み

【個人戦】：シングルス　１６００円／人、ダブルス　１６００円／組（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金） *県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ４月１１日（月）～４月２２日（金）必着

９． 中国大会　　団体戦：７月１６日（土）　個人戦：１７日（日）　広島県尾道市（こざかなくんスポーツパークびんご）

予備日：７月１８日（月）

○出場枠 【団体戦】 男子、女子とも２校以内

【個人戦】 シングルス：男子５名、女子５名

ダブルス   ：男子３組、女子３組

全国大会　　８月１７日（水）～２１日（日）　群馬県高崎市

１． ６月１１日（土）、１２日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． ○ＲＳＫ山口県予選 Ｕ１３男子・女子シングルス

○サマーサーキットＲ１ Ｕ１５・U１１・U９男子・女子シングルス （※Ｕ９はグリーンボール）
（出場選手の少ないクラスは、他のクラスと合同で行う場合もある）

４． ○ＲＳＫ山口県予選

Ｕ１３：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

○サマーサーキットＲ１

Ｕ　９：２０１３年（平成２５年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１１：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１５：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式、または１セットマッチによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． ＲＳＫ（Ｕ１３） → １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

Ｕ９・１１・１５ → １６００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ４月２５日（月）～５月９日（日）必着

９． ＲＳＫ全国選抜 中国大会　　　８月１３日（土）～１５日（月）　山口（維新）　　出場枠：５名＋α

全国大会　　１０月１４日（金）～１６日（日）　岡山（浦安）

第４９回全国中学生テニス選手権大会　山口県予選

そ の 他

ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会　山口県予選・サマーサーキットＲ１

会 場

種 目

参加資格

使 用 球

参 加 料

申込期間

そ の 他

日 程

試合方法

使 用 球

申込期間

日 程

種 目

参加資格

試合方法

参 加 料

会 場



１． ６月２５日（土）、２６日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． ○U-１５全国選抜山口県予選 Ｕ１５男子・女子シングルス

○サマーサーキットＲ２ Ｕ１３・１１・９男子・女子シングルス （*Ｕ９はグリーンボール）
（出場選手の少ないクラスは、他のクラスと合同で行う場合もある）

４． ○U-１５全国選抜山口県予選

Ｕ１５：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

○サマーサーキットＲ２

Ｕ　９：２０１３年（平成２５年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１１：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１３：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式、または１セットマッチによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． Ｕ１５全国選抜 → １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

Ｕ９・１１・１３ → １６００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ５月９日（月）～５月２２日（日）必着

９． U１５全国選抜 中国大会　　　８月８日（月）～１２日（金）　鳥取（布施）　　　出場枠：５名＋α

全国大会　　１１月１日（火）～１１月６日（日）　福岡（博多の森）

１． ７月２日（土）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１５男子・女子ダブルス

４． Ｕ１５：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

４） 中国ランキング８位以内同士の選手によるペアの場合は県予選を免除

（申込期間内に特例事項適用申請書をジュニア委員会川武まで提出すること）

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． １８００円／組（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ５月９日（月）～５月２２日（日）必着

９． U１５全国選抜 中国大会　　　８月８日（月）～１２日（金）　鳥取（布施）　　　出場枠：２組＋α

全国大会　　１１月１日（火）～１１月６日（日）　福岡（博多の森）

参 加 料

申込期間

そ の 他

試合方法

参 加 料

使 用 球

申込期間

そ の 他

Ｕ-１５全国選抜ジュニアテニス選手権大会　山口県予選（ダブルス）

種 目

参加資格

日 程

Ｕ-１５全国選抜ジュニアテニス選手権大会　山口県予選・サマーサーキットＲ２

会 場

種 目

参加資格

使 用 球

会 場

試合方法

日 程



１． ７月３日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１８男子・女子シングルス

４． ２００４年（平成１６年）１月１日以降出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

*高校生は高校生は高校総体終了後のランキングにおいて,男子・女子ともに上位より選出

*ジュニア（高校生を除く）は申込締切日時点でのランキングにおいて、男子・女子ともに上位１０名選出

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

６． ヨネックス　ツアープラチナム

７． １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）        *選考結果発表後、県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ５月２３日（月）～６月５日（日）必着

９． 中国大会　　　９月　３日（土）～　４日（日）　島根（松江）　　　出場枠：２名＋α

全国大会　　１１月２４日（木）～２７日（日）　兵庫（ビーンズドーム）

各種目とも最大３２ドローとする。

ベスト１６以上の選手のみ山口県ジュニアランキングのポイントが加算される

１． ８月３日（水）：男・女２年シングルス予選

８月４日（木）：男・女１年シングルス予選

８月５日（金）：男・女１、２年シングルス本戦

８月６日（土）：（予備日）

２． 宇部市中央公園テニスコート

３． 男子・女子シングルス

４． １年：高校１年生（１６歳以下。中学生以下は不可）

２年：高校２年生（１７歳以下。１年生の出場可。中学生以下は不可）

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

５． １セットマッチ

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． １６００円（*１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ６月２０日（月）～７月３日（日）必着

１． １０月２９日（土）、３０日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１５・１３・１１・９男子・女子シングルス （*Ｕ９はグリーンボール）

（出場選手の少ないクラスは、他のクラスと合同で行う場合もある）

４． Ｕ　９：２０１３年（平成２５年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１１：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１３：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１５：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

１）山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２）学校又はクラブが山口県内にある選手であること

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

６． ヨネックス　ツアープラチナム

７． １６００円（*１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． ９月１２日（月）～９月２５日（日）必着申込期間

会 場

試合方法

参 加 料

会 場

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会　山口県予選

種 目

参加資格

使 用 球

申込期間

そ の 他

第２３回山口県高校生学年別テニス大会

日 程

種 目

使 用 球

申込期間

参 加 料

日 程

種 目

参加資格

試合方法

参 加 料

試合方法

オータムサーキット

会 場

参加資格

使 用 球

日 程



１． １１月２６日（土）、２７日（日）

２． 岩国市総合運動公園テニスコート

３． Ｕ１６男子・女子シングルス

４． ２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

５． ８ゲームズプロセット、準決勝以降：３セットマッチ

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． １０月１０日（月）～１０月２３日（日）必着

９． 優勝選手は、全国大会代表選手とする　　全国大会　２０２３年４月　愛知（東山）

U１６上位男女各１名は２０２３年２月１８日（土）～１９日（日）に行なわれるダンロップ中国強化合宿の参加選手とする

ベスト１６以上の選手のみ山口県ジュニアランキングのポイントが加算される

１． 【予選】 １２月１１日（日）、１７日（土）、【本戦】 １２月１８日（日）、予備日 １２月２８日（水）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１７男子・女子 シングルス

４． ２００５年（平成１７年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 中学生、高校３年生は出場不可

５． 予選：１セットマッチ、本戦：８ゲームズプロセット（セミアドバンテージ方式）

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． １６００円 （※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． １０月２４日（月）～１１月６日（日）必着

１． 【予選】 １２月２４日（土）、【本戦】 １２月２５日（日）、２６日（月）、予備日 １２月２７日（火）

２． 宇部市中央公園テニスコート

３． Ｕ１７男子・女子シングルス

４． ２００５年（平成１７年）１月１日以降に出生の者

５． 【本戦】：コンパスドロー方式 *詳細は仮ドローと同時に発表する

【予選】：トーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． 【予選】　２０００円、　【本戦】　５０００円　　　*中国テニス協会へ振込み

　（予選から本戦へ入った選手は本戦当日３０００円の差額支払）

８． *別途指定の期日までに、別途指定する申込書を下記の宛先に「封書」で郵送

〒７５１－０８３３　下関市武久町１－７２－１９－３０５　川武　郷　宛に　「封書」で申込む事

使 用 球

申込期間

第１２回中国ジュニアクリスマストーナメント大会
＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

参加資格

使 用 球

申 込 み

参 加 料

日 程

試合方法

会 場

参加資格

使 用 球

申込期間

そ の 他

第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会

種 目

会 場

会 場

日 程

日 程

試合方法

参 加 料

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント　山口県予選

種 目

参加資格

試合方法

参 加 料

種 目



１． ２０２３年１月１４日（土）、１５日（日）

２． 維新百年記念公園テニス場

３． Ｕ１４・Ｕ１２ 男子・女子 シングルス

４． Ｕ１２：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． １１月２８日（月）～１２月１１日（日）必着

９． 中国大会　　２０２３年３月１１日（土）～１２日（日）　岡山（備前）　　　出場枠：５名＋α

各種目上位男女１名は２０２３年２月１８日（土）～１９日（日）に行なわれるダンロップ中国強化合宿の参加選手とする

１． ２０２３年１月２８日（土）、２９日（日）

２． Ｕ１８・１６男子・女子 維新百年記念公園テニス場

Ｕ１４・１２男子・女子 備前テニスセンター（岡山）

３． Ｕ１８・１６・１４・１２男子・女子シングルス

４． 各県協会の推薦選手（出場枠：５名＋α）

Ｕ１２：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００９年（平成２１年）１月１日以降から２０１０年（平成２２年）１２月３１日以前に出生の者

Ｕ１６：２００７年（平成１９年）１月１日以降から２００８年（平成２０年）１２月３１日以前に出生の者

Ｕ１８：２００５年（平成１７年）１月１日以降から２００６年（平成１８年）１２月３１日以前に出生の者

年齢枠を越えて、上の年齢に出場することは認めない

５． トーナメント（コンパスドロー）方式 *詳細は仮ドローと同時に発表する

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． ５０００円　　　*中国テニス協会へ振込み

８． *別途指定の期日までに、別途指定する申込書を下記の宛先に「封書」で郵送

〒７５１－０８３３　下関市武久町１－７２－１９－３０５　　川武　郷　宛に「封書」で申込むこと

全国選抜ジュニアテニス選手権大会　山口県予選

種 目

日 程

会 場

使 用 球

参 加 料

試合方法

参 加 料

申 込 み

日 程

種 目

試合方法

参加資格

使 用 球

申込期間

そ の 他

第２３回中国ジュニアウインター大会
＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

会 場

参加資格



１． 【予選】 ２０２３年３月　４日（土）：Ｕ１８男子シングルス

２０２３年３月　５日（日）：Ｕ１８男子シングルス・女子シングルス

２０２３年３月１１日（土）：Ｕ１８男子・女子ダブルス

２０２３年３月１２日（日）：（予備日）

【本戦】 *来年度の日程のため未定

２． 維新百年記念公園テニス場

【本戦】 *来年度の日程のため未定

３． Ｕ１８・１６・１４・１２男子・女子シングルス・ダブルス

Ｕ１０男子・女子シングルス（グリーンボール）

４． Ｕ１０：２０１３年（平成２５年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１２：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１６：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１８：２００５年（平成１７年）１月１日以降に出生の者

１） 山口県テニス協会に個人登録している選手であること

２） 学校又はクラブが山口県内にある選手であること

３） 山口県予選と他県の予選大会への二重参加は不可

４） Ｕ１８で申込多数の場合は、ジュニア委員会で選考し、仮ドローで発表する

５） シングルス、ダブルスの両方に出場する場合は、同じクラスであること

５． 本戦８ゲームズプロセット、予選１セットマッチによるトーナメント方式

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． Ｕ１２・１４・１６・１８シングルス

→ １８００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　　*県協会へ振り込み

Ｕ１０シングルス → １６００円（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円を含む）　　　　　　　　*県協会へ振り込み

ダブルス　１８００円／組（※ＪＴＡワンコイン制度協力金１００円、JPIN運用経費２００円を含む）　*県協会へ振り込み

山口銀行　小郡支店（店番３７）　　口座番号　６４２８６８４　　口座名　山口県テニス協会　松重　見司

８． Ｕ１８：２０２３年１月１６日（月）～１月２９日（日）必着

Ｕ１８以外：２０２３年３月２０日（月）～４月２日（日）必着

１． 日程（予定） ２０２３年４月４日（火）、５日（水）、予備日：４月６日（木）

２． 維新百年記念公園テニス場、岩国市運動公園テニスコート

３． Ｕ１６・１４・１２男子・女子シングルス

４． Ｕ１２：２０１１年（平成２３年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１４：２００９年（平成２１年）１月１日以降に出生の者

Ｕ１６：２００７年（平成１９年）１月１日以降に出生の者

５． ８ゲームズプロセットによるトーナメント方式

（参加数によっては１セットマッチになることも有ります）

６． ダンロップ　オーストラリアンオープン

７． ２１００円（※１００円はＪＴＡワンコイン制度協力金）　　　*県協会へ振り込み

８． ２０２３年３月１日（水）必着（予定）

９． 申込書の様式は県内大会と異なるため、別途指定する申込書にて申込むことそ の 他

第４２回山口県ジュニアテニス選手権大会（仮）

日 程

会 場

種 目

参加資格

参 加 料

申込期間

＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

参加資格

使 用 球

参 加 料

申込締切

試合方法

使 用 球

第２６回中国オープンジュニア山口大会（仮）

会 場

種 目

試合方法



山口県シニアテニス連盟

日本女子テニス連盟　山口県支部

地　　区　　協　　会

加盟協会主催大会要項



１．大会日程

２．会費、参加料について

１）男子６０才以上、女子５０才以上

２）会費は年１０００円（各支部長へ）上記大会参加料はその都度実費徴収

３．大会申込方法 　

２）申込、問い合わせなどは下記支部長まで

地域の支部長

４．その他の関連大会

１）ねんりんピック山口県予選：ガイドブックねんりんピック大会要項を参照して下さい

２）山口県テニス選手権大会：ガイドブック山口県テニス選手権大会要項を参照して下さい　

３）山口県シニアテニストーナメント：ガイドブック山口県シニアテニストーナメント要項を参照して下さい

４）中国ベテラン選手権大会：日程未定（要日本テニス協会選手登録）

　１）〜 ３）については山口県テニス協会個人会員登録が必要です

１．大会日程および種目等 ２０２２年度

２．入会金及び参加料について

　１）上記連盟主催大会に参加する場合は、入会金５００円（生涯有効）、年会費１５００円が必要です

      詳しくは、下記地区理事にお問い合せ下さい

　２）大会参加料は、１５００円／人です（大会によっては異なります）

３．申込方法
　１）正式な要項、申込等は、地区理事から各団体代表者を通して各会員に通知します

　２）申込締切は、約１ヶ月前ですのでご注意下さい
　３）問い合わせ先、申込先は下記の各地区理事まで

岩国市総合運動公園

第３７回会員大会 １２月４日（日） 個人又はペアで申し込む、親睦大会 維新百年記念公園テニス場

地区名 氏　名 電　話　番　号

０８２０－２３－３３３５
岩国 新地　礼子 ０８２７－２４－４６４５
周陽

ポカリスエットフレンドカップ２０２２ １１月３日（木祝）　予備４日 団体戦　ダブルス　　（6人1組）

濱田　朋恵

４月１０日（日） 予備１１日

１０月１・２日(土日)　予備３日 トーナメント方式 維新百年記念公園テニス場

第２４回中国５県対抗戦・第１３回中国地
域桑名杯及び代表者会議

１０月１７日（月）　予備１８日 中国５県各種目別対抗戦 広島県

下関市営庭球場第１７回オータムマルキュウカップ２０２２ １０月２３日（日）　予備２４日 団体戦　ダブルス　　（4人1組）

ソニー生命カップ
第４４回全国レディース県予選大会
ベテラーノ大会

８月２８日（日）
リーグ戦、上位２チーム決勝大会進出　ベ
テラーノ大会決勝大会

一般・５５才以上ダブルス
予選リーグ戦､決勝トーナメント方式

第１８回ヨネックスレディースチャレンジカップ ７月３１日（日） 予備８/１

ソニー生命カップ
第４４回全国レディース県決勝大会

維新百年記念公園テニス場

ＦＬＡ大会（春季）

防府 江口　弥生
山口

武居　抄絵子
その他 田中　香織

宇部 森下　信子
小野田 松尾　京子
下関

０９０－４６５４－４８９５
０８３－９２４－６７４５

０８０－６３１８－７４２５
０８０－５０５７－４２７９
０８０－６５３６－５３１２

二岡　敬子

０９０－７１３６－４５２３

０９０－４８９３－７８８１
山陽小野田 矢富　和司 ０９０－２００３－０７９０

宇部 佐々木　睦夫 ０９０－８０６３－６３２２

維新百年記念公園テニス場

ＦＬＡ大会（秋季） ９月１５日（木） 予備１６日 ５０才以上ダブルス 防府向島テニスコート

大　会　名 日　程 種目及び試合方法 会    場
Ａ・Ｂ・Ｃ級・５５才以上のダブルス  

キリンビバレッジ庭球場
予選リーグ戦､決勝トーナメント方式

維新百年記念公園テニス場

桑名級・Ａ級・５５才以上ダブルス  宇部市中央公園テニスコー
ト予選リーグ戦､決勝トーナメント方式

シマヤ杯グルメレディーステニス大会

会長 田中　眞一 ０９０－３１７６－２９５８

日本女子テニス連盟　山口県支部

山口大会 １０月２６日（水）（予備日１１月３０日） 維新百年記念公園テニス場 山口支部

防府大会 　９月２１日（水）

岩国 岩崎　博 ０９０－５６９０－７３７４

山口 山本　源太郎 ０９０－７９９０－２６６３
防府 長谷川　隆 ０８３５－２５－０３３２
周南 梅田　信也 ０９０－５５０３－８５３９

下関 金築　三次

周南大会 　５月１８日（水）（予備日５月２５日） キリンビバレッジ周南庭球場 周南支部

山陽小野田大会

防府市向島運動公園テニスコート 防府支部

宇部大会 １０月　５日（水）（予備日１０月１２日） 宇部市中央公園テニスコート 宇部支部

大会名 日　　程 場　　所 担　当

山口県シニアテニス連盟

支部名 氏　名 電話番号

岩国大会 １１月　９日（水）（予備日１１月１０日） 岩国総合運動公園テニスコート 岩国支部

１）大会開催要項は大会１ヶ月前に担当支部長から各支部長へ通知されます。

　３月１６日（水）（予備日３月２３日） 宇部市中央公園テニスコート 中止 山陽小野田支部

下関大会 　４月１３日（水）（予備日４月２０日） 下関市営庭球場 下関支部

防府向島テニスコート

ファミリーエンジョイテニス ６月１８日（土） ちびっこテニス教室

マルキュウポカリスエットカップ２０２２ ７月１０日（日） 予備１１日

第19回ピンクリボンテニス大会　兼
第３回アップデートカップ

５月８日（日） 予備９日

支部長杯兼桑名杯レディーステニス大会
２０２２ by DUNLOP

５月１５日（日） 予備１６日

一般・55歳以上ダブルス
予選リーグ戦､決勝トーナメント方式

Princeレディーステニス大会２０２２ ６月１４日（火） 予備１５日

宇部市中央公園テニスコー
ト室内コート

団体戦　ダブルス　　（4人1組） 下関市営庭球場

年齢合計別ダブルス・６０才以上クラス
維新百年記念公園テニス場

予選リーグ戦､決勝トーナメント方式

４月２８日（木） 予備５月２日 ５０才以上ダブルス



１．主　催 山口市テニス協会

２．後　援 山口県テニス協会

３．会　場 維新百年記念公園テニス場（オムニコート）他

４．日　程 【予選】 ４月　２日（土） 一般男子シングルス、一般女子シングルス
４月　３日（日） 一般男子ダブルス、一般女子ダブルス

【本戦】 ４月　２日（土） 年齢別男子シングルス（35歳～70歳）、年齢別女子シングルス（50歳～65歳）
４月　３日（日） 年齢別男子ダブルス（35歳～70歳）、年齢別女子ダブルス（50歳～65歳）

年齢別男子シングルス（35歳～70歳）残り
４月　９日（土） 一般男子シングルス、一般女子シングルス

年齢別男子シングルス（75歳～85歳）、年齢別女子シングルス（35歳～45歳、70歳～85歳）
４月１０日（日） 一般男子(Ｓ決勝)、ダブルス、一般女子ダブルス

年齢別男子ダブルス（75歳～85歳）、年齢別女子ダブルス（35歳～45歳、70歳～85歳）
『注意事項』※参加者数、天候により変更があり得ます

５．種　目 一般男子、一般女子 ：シングルス、ダブルス
３５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９８７年１２月３１日以前に出生した者）
４０才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９８２年１２月３１日以前に出生した者）
４５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９７７年１２月３１日以前に出生した者）
５０才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９７２年１２月３１日以前に出生した者）
５５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９６７年１２月３１日以前に出生した者）
６０才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９６２年１２月３１日以前に出生した者）
６５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９５７年１２月３１日以前に出生した者）
７０才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９５２年１２月３１日以前に出生した者）
７５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９４７年１２月３１日以前に出生した者）
８０才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９４２年１２月３１日以前に出生した者）
８５才以上男子、女子 ：シングルス、ダブルス（１９３７年１２月３１日以前に出生した者）
『注意事項』
※本大会は予選本戦方式を採用していますので、本戦サイズを下記のように予定しています。
一般男子シングルス：３２ドロー　　ダブルス：１６～３２ドロー
一般女子シングルス：１６ドロー　　ダブルス：　８～１６ドロー
※年齢別についてはエントリーが４本未満の種目は成立しないことがあります。
※年齢の異なるシングルス、ダブルスには出場できません（不成立の場合は除く）。

６．試合方法予選、本戦とも８ゲームズプロセット但し、本戦決勝は３セットマッチとする（予定）。

７．参加料　 一般男子、一般女子　　シングルス：２０００円／１名、ダブルス：３０００円／１組
年齢別男子、年齢別女子　　シングルス：３０００円／１名、ダブルス：５０００円／１組

８．申込方法 ２月２８日（月） までに山口市テニス協会のホームページより申し込んでください。
ホームページ http://ycta.jp （ワイ シー ティ エー ドット ジェイ ピー）
『注意事項』
（１）ホームページからの申込にご協力お願いします。
（２）電話、ＦＡＸ、Eメールによる申込は認めません。氏名はフルネームを記入してください。
（３）ホームページでの申込ができない場合は下記あてに郵送してください。
（４）仮ドローおよび大会結果はＨＰでご覧ください。
〒７５３－０２２２　　　 山口市大字大内矢田南１丁目６－１
 山口サングリーンテニスクラブ内  山口市テニス協会　あて

９．参加料支払方法

参加料はすべての種目、大会が終了してから下記口座にお振込みください。
山口銀行　県庁内支店 普通口座　７１０３３
口座名　 山口市テニス協会　事務局　担当　下藤久朗
『注意事項』
（１）団体又は申込責任者ごと取りまとめて、申込責任者の名前で振り込んで下さい。
（２）山口市テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加料口座には振り込まないで下さい。

10．その他 本大会は日本テニス協会公認、日本商業開発ベテランＪＯＰ対象大会（グレードＦ１）です。

１．主　催 宇部市テニス協会 共　催 宇部市体育協会
２．後　援 山口県テニス協会 宇部市
３．会　場 宇部市中央公園テニスコート（砂入り人工芝コート22面）

（ＴＥＬ　０８３６－３２－７７５９　※ＡＭ８：１０までは電話をしないでください。）
４．日　程 ４月２３日（土） ９：００から 一般男子シングルス、一般女子ダブルス、年齢別男子女子ダブルス）

４月２４日（日） ９：００から 一般男子ダブルス、一般女子シングルス、年齢別男子女子シングルス）
４月２９日（祝・金） ９：００から ミックスダブルス、シングルス・ダブルス残り

【予備日】 ５月　３日（祝・火）

５．種　目 一般男子 ：シングルス、ダブルス
一般女子 ：シングルス、ダブルス
４０才以上女子 ：シングルス、ダブルス（令和４年１２月３１日時点で満４０歳以上である者）
４５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（令和４年１２月３１日時点で満４５歳以上である者）
５５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（令和４年１２月３１日時点で満５５歳以上である者）
６５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（令和４年１２月３１日時点で満６５歳以上である者）
ミックスダブルス ：他種目との重複エントリーは可能
『注意事項』

■年齢別については３エントリー未満の場合は未成立とします。
■一般種目と年齢別種目のクロスエントリーは不可です。（混合ダブルスとのクロスエントリーは可）

６．試合方法 トーナメント方式による個人戦　８ゲームズプロセット(セミアドバンテージ方式）で実施予定
但し天候及び申込状況により変更することがあります
ミックスダブルスの試合はラウンドロビン・トーナメント併用方式で実施予定（１タイブレークセットで実施予定）

７．試合球 ヨネックス ツアープラティナム（ITF・JTA公認球）
８．参加料　 シングルス：２０００円／１名　　ダブルス：３０００円／１組※ミックスダブルスも同一料金　
９．申込方法 ３月３０日（水）までに宇部市テニス協会ホームページに掲載されている申込用紙書式に必要事項を記入し

下記の宛先へ電子メール（携帯可）または郵送で申し込んでください。(電子メールでの申し込み推奨）
申込用紙はホームページ内「大会スケジュール」にあります。

〒７５５－０８０１
宇部市上条５丁目７－３０－４ 吉田 慈孝　宛
メール アドレス： kyougi@ucta.jp 宇部市テニス協会ホームページ： http://ucta.jp/

※携帯から申し込まれる場合で、申込用紙を添付できない場合は直接必要事項を入力してください。
『注意事項』 ※電話・FAXによる申込は受け付けません。

４月１５日（金）までに指定の金融機関に振り込んで下さい（振込手数料はご負担願います）
山口銀行 宇部支店 普通口座　　６４２４８９４
口座名 宇部市テニス協会　中原省五

『注意事項』　本大会は宇部市テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加料口座には振り込まないで下さい。
11.その他 新型コロナウイルス感染拡大の状況が悪化した場合は大会を中止にする可能性があります。大会開催の可否をドロー会議(4/6)

にて決定しますので、参加料振込は大会開催確定を確認後にお願いします。
本大会は「ＪＴＡテニスルールブック２０２２」に準じますが、当協会の判断による場合があります。
服装に関するルールは「ＪＴＡテニスルールブック２０２２」に準じますのでご注意ください。
大会期間中の事故、負傷等その他一切の責任は負いません

第68回 近県宇部オープンテニストーナメント

10．参加料支払方法

第68回 中原杯山口テニストーナメント
（日本商業開発ベテランＪＯＰ公認対象大会グレードＦ１大会）

http://ycta.jp/


１．主　催 防府市テニス協会

２．後　援 山口県テニス協会

３．会　場 向島テニスコート

４．日　程

【予備日】６月１８（土）、１９日（日）

『注意事項』 ※雨天の場合は順延します。また、エントリー数により日程変更あります。

５．種　目  一般男子 ：シングルス、ダブルス

 一般女子 ：シングルス、ダブルス

４５才以上男女 ：シングルス、ダブルス（昭和５２年１２月３１日以前に出生した者）

５５才以上男女 ：シングルス、ダブルス（昭和４２年１２月３１日以前に出生した者）

６５才以上男女 ：シングルス、ダブルス（昭和３２年１２月３１日以前に出生した者）

ミックスダブルス 他種目との重複エントリーは可能

（進行上の都合のため先着32ペア）
『注意事項』※年齢別の試合　今年よりクロスエントリーを認めます。

（年齢別シングルス・ダブルスは異なる年齢でエントリー可）

６．試合方法 トーナメント方式による個人戦

８ゲームズプロセット（セミアドバンテージ）

ミックスダブルスの試合は1セット（セミアド）で実施予定

７．試合球 ダンロップフォート

８．参加料　 シングルス：２０００円／１名　　　ダブルス　：３０００円／１組

９．申込方法 ５月２日（月）までに防府市テニス協会の申込用紙に必要事項を記入し、

下記住所へ郵送またはメールで申し込んで下さい

〒７４７－０８４５　　防府市大字仁井令９８６－２２

髙﨑　英治

メール アドレス hofuteni@yahoo.co.jp（防府市テニス協会事務局）
『注意事項』※電話、ＦＡＸによる申込は認めません

10．参加料支払方法 ５月９日（月）～５月２０日（金）までに指定の金融機関に振り込んで下さい

山口銀行 防府支店 普通口座５１０５６６７

口座名　 防府市テニス協会　　理事長　髙﨑英治

『注意事項』※防府市テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加料口座には振り込まないで下さい

11．その他 １）申込状況により種目、試合方法を変更することがあります

２）大会期間中に負傷等がありましたら受付まで必ず報告願います。スポーツ保険に加入しています。

1 主　催 下関テニス協会

2 後　援 山口県テニス協会

3 会　場 下関市営テニスコート

4 日　程 ９月１０日（土） 各種目シングルス

９月１１日（日） 各種目ダブルス・ミックスダブルス

９月１７日（土） 全種目残り試合

[注意事項]　※雨天の場合は順次順延します

5 種　目 一般男子 ：シングルス、ダブルス

一般女子 ：シングルス、ダブルス

４５歳以上男子 ：シングルス、ダブルス （昭和５２年１２月３１日以前に出生した者）

５５歳以上男子 ：シングルス、ダブルス （昭和４２年１２月３１日以前に出生した者）

６０歳以上男子 ：シングルス、ダブルス （昭和３７年１２月３１日以前に出生した者）

６５歳以上男子 ：シングルス、ダブルス （昭和３２年１２月３１日以前に出生した者）

７０歳以上男子 ：シングルス、ダブルス （昭和２７年１２月３１日以前に出生した者）

ミックススダブルス

[注意事項]　※①他の種目との重複はできない。ただしミックスダブルスは重複可　

　　②各種目とも４人(組)以上の申し込みがない種目は不成立

6 試合方法 ☆トーナメント方式、　８ゲームズプロセット

7 試合球 ダンロプ・フォート(イエロー）

8 参加料 シングルス ： ２，０００円/ ダブルス ： ３，０００円/１組

9 申込方法 ８月９日(火）までに巻末の大会申込用紙に必要事項を記入し、下記住所へ郵送又はFAXで申し込んで下さい

下関テニス協会HPからもお申込み頂けます

〒751-0804　　下関市楠乃3-5-26　ふくいﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ内

下関テニス協会

FAX　０８３－２５０－９６６６

[注意事項]

※電話による申し込みは認めません

※申込用紙は種目ごとに記入し、所属も各人(ペア）ごとに記入して下さい

10 ８月１２日(金）までに指定の金融機関に振り込んで下さい(振込手数料はご負担願います）

山口銀行　　今浦支店　　普通口座　６１５２７２１

口座名　　　下関テニス協会　　越田妙子

[注意事項] ※下関テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加口座には振り込まないで下さい　

11 その他 １）　申込状況により種目、試合方法を変更することが有ります

２）　大会案内は改めて発送しません

３）　大会期間中の事故、負傷等その他の一切の責任は負いません

第65回　防府オープンテニストーナメント

５月　２１日（土）　男子シングルス『一般・45・55・65歳』

５月　２２日（日）　男子ダブルス『一般・45・55・65歳』、女子シングルス『一般・45・55・65歳』

５月　２８日（土）　男子シングルス【準決勝・決勝】女子ダブルス『一般・45・55・65歳』

５月　２９日（日）　ミックスダブルスと上記残り試合

種目の成立はエントリーが3人(組)からとします。

第56回 下関オープンテニストーナメント

参加料支払方法

http://ycta.jp/


１．主　催 周陽地区テニス協会
２．後　援 山口県テニス協会
３．協　賛 周南市体育協会
４．会　場 キリンビバレッジ周南庭球場（周南市／砂入り人工芝）

　『注意事項』 ※申込状況及び天候等により、他の会場を使用する場合があります。
５．日　程 １０月１日（土） 一般男子シングルス、一般女子シングルス、年齢別ダブルス

１０月２日（日） 一般男子ダブルス、一般女子ダブルス、年齢別シングルス
１０月９日（日） 一般男子シングルス（残り試合）、ミックスダブルス
１０月１０日（祝） 全種目残り試合
　『注意事項』 ※雨天の場合は順延します。

６．種　目 一般男子 ：シングルス、ダブルス
４５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和５２年１２月３１日以前に出生した者）
５５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和４２年１２月３１日以前に出生した者）
６５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和３２年１２月３１日以前に出生した者）
一般女子 ：シングルス、ダブルス
４５才以上女子 ：シングルス、ダブルス（昭和５２年１２月３１日以前に出生した者）
５５才以上女子 ：シングルス、ダブルス（昭和４２年１２月３１日以前に出生した者）
６５才以上女子 ：シングルス、ダブルス（昭和３２年１２月３１日以前に出生した者）
ミックスダブルス（他の種目のとの重複エントリーは可能）
　『注意事項』 （１）他の種目との重複エントリーはできませんが、ミックスダブルスと他の種目での重複は可能です。

（２）一般と年齢別のクロスエントリーはできませんが、年齢別でのクロスは可能です。
（３）各種目とも３人（組）以上の申し込みがない種目は不成立とします。

７．試合方法 トーナメント方式による個人戦　８ゲームズプロセット（８－８　１２ポイントタイブレーク）
ミックスダブルスの試合はラウンドロビン・トーナメント併用方式で実施予定
　『注意事項』 ※申込者数、天候等により変更する場合があります。

８．試合球 ダンロップフォートイエロー
９．参加料　 シングルス：２０００円／１名　　　ダブルス：３０００円／１組　　　ミックスダブルス：３０００円／１組
10．申込方法 ９月１日（木）までに巻末の大会申込用紙に必要事項を記入し、メール（携帯メール可）で申し込み下さい。

メールアドレス　　　tennis_uketsuke@yahoo.co.jp
　『注意事項』 （１）電話、ＦＡＸによる申し込みは認めません。

（２）携帯メールでの申し込み時には、住所及び郵便番号を忘れず記入下さい。
（３）申し込み後、返信メールがない場合は申し込みが完了していません。再確認をお願いします。

11．参加料支払方法 ９月１日（木）までに指定の金融機関に振り込んで下さい。（振込手数料はご負担願います）
山口銀行　　　徳山支店　　　普通口座　６２１８０９６
口座名　周陽地区テニス協会

　『注意事項』 ※周陽地区テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加料口座には振り込まないで下さい。
12．その他 １）申し込み状況により種目、試合方法を変更することがあります。

２）大会参加料の領収書は大会当日請求された方のみお渡しします。
３）大会期間中の事故、負傷等その他の一切の責任は負いません。

１．主　催 岩国テニス協会

２．後　援 山口県テニス協会

３．会　場 岩国市テニスコート（砂入り人口芝コート）………… 岩国市総合運動公園内

４．日　程

【予備日】 １２月１７日（土）、１２月１８日（日）

『注意事項』 ※雨天の場合は、各種目決勝予定日及び予備日に順延します。

５．種　目

『注意事項』

※男子は、年齢別に限り、クロスエントリー可とする。女子は一般シングルスと５０歳以上ダブルスの

  クロスエントリー可。ミックスダブルスは、どの種目ともクロスエントリー可（フリー）。

６．試合方法 トーナメント方式による個人戦

８ゲームズプロセット（８－８　１２ポイントタイブレーク）

ミックスダブルスの試合は、１セット（セミアド）で実施予定

７．試合球 ヨネックス　ＴＯＵＲ　ＰＬＡＴＩＮＵＭ

８．参加料　 シングルス：２，０００円／１名　　ダブルス　：３、０００円／１組

９．申込方法

『注意事項』

※電話・郵送・FAXによる申込は受け付けませんので注意ください。

※申込用紙は種目毎に記入し、所属も各人（ペア）毎に記入してください。

※選手で山口県ランキングがない方は、参考まで各種目のランキング、戦績等を記入して下さい。

１０．参加料支払方法 までに指定の金融機関に振り込んで下さい（振込手数料はご負担願います）。

口座名

１１．その他 １）申込状況により種目、試合方法を変更することがあります。

２）大会案内は改めて発送しません。

３）大会期間中の事故、負傷等その他の一切の責任は負いません。

４）詳細・参加申込様式は９月下旬以降、岩国テニス協会ＨＰに掲載します。事前にご確認お願いします。

５５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和４２年１２月３１日以前に出生した者）

 一般男子 ：シングルス、ダブルス

 一般女子 ：シングルス、ダブルス

１２月４日（日）　　一般男子ダブルス、一般女子ダブルス、年齢別ダブルス

※受付後、確認メールを返信します。返信ない場合は直接連絡ください。

　１１月７日（月）

山口銀行 岩国支店 普通口座　　　５０６６３８６
岩国テニス協会　　中嶋淳一

『注意事項』※岩国テニス協会主催大会です。山口県テニス協会の大会参加料口座には振り込まないで下さい。

第57回 周陽オープンテニストーナメント

第26回 岩国オープンテニストーナメント

１２月３日（土）　　一般男子シングルス、一般女子シングルス、年齢別シングルス

１２月１０日（土）　一般男子シングルス（残り試合）、一般女子シングルス（残り試合）、年齢別シングルス（残り試合）

１２月１１日（日）　ミックスダブルス

５０才以上女子 ：ダブルス（昭和４７年１２月３１日以前に出生した者）

４５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和５２年１２月３１日以前に出生した者）

６５才以上男子 ：シングルス、ダブルス（昭和３２年１２月３１日以前に出生した者）

 Eメール：iwakuni.tennis@ab.auone-net.jp

ミックスダブルス ：他種目との重複エントリーは可能。ただし、先着３２ペアとします。

　１１月７日（月） までに巻末の大会申込用紙に必要事項を記入し、下記メールアドレスへ申し込んで下さい。

 岩国テニス協会 事務局　　中嶋　淳一
 TEL　090-4655-9088(18時以降)



ＪＴＡ・中国役職

担当委員会

ＪＴＡ国体委員

中国協会理事

中国協会理事長

ＪTA評議員･総務委員会

中国協会評議員

総務委員会・強化委員会

中国協会評議員

普及指導委員長

中国協会理事

競技委員会

中国協会理事

ジュニア委員会

名誉会長  梅原　豊治 中国テニス協会副会長 評議員  藤本　博己 岩国テニス協会

山口県テニス協会役員・評議員名簿 

役      員　  評    議   員

役職名 氏　名 役職名 氏　名 選出団体名

会　長  松重　見司 評議員  森脇　洋治 岩国テニス協会

副会長  福井　雄治 評議員  森脇　康治 岩国テニス協会

中国テニス協会副会長

柳井市テニス協会

副理事長  山本　哲也 評議員  山本　英樹 周陽地区テニス協会

理事長  福島　敏夫 評議員  三浦　正 柳井市テニス協会

副理事長  伊藤　忠則 評議員  水田　一郎

常任理事  棟近　俊宏 評議員  神田　誠 周陽地区テニス協会

常任理事  川武　郷 評議員  高崎　英治

常任理事  杉本　和子 審判委員会 評議員  村上　浩一 防府市テニス協会

防府市テニス協会

常任理事  小野　薫 医科学委員会 評議員  町田　誠司 防府市テニス協会

常任理事  黒瀬  ひとみ 強化委員長 評議員  松中　義正 山口市テニス協会

常任理事  井上　智 総務委員会 評議員  下藤　久朗 山口市テニス協会

理　事  村川　洋 ジュニア委員会 評議員  小田　俊明 山口市テニス協会

理　事  秦　　英人 審判委員会 評議員  有馬　秀幸 山口市テニス協会

理　事  出本　健一 審判委員会 評議員 宇部市テニス協会

理　事  高橋　美子 審判委員会 評議員 宇部市テニス協会

 中原　省五

 芥川　貴久爾

理　事  工藤  興太郎 県中学校テニス連盟 評議員 宇部市テニス協会

理　事  大下　文男 県高体連テニス部 評議員 宇部市テニス協会

 秋田　浩二

 奥村　恒雄

理　事  田中　眞一 シニアテニス連盟 評議員  松村　政弘 下関市テニス協会

理　事  朱山　和美 女子テニス連盟 評議員  海老沢　満 下関市テニス協会

顧　問  中田　吉也 中国協会顧問 評議員  石井　尚 山口県高体連テニス部

顧　問  黒川　健甫 評議員  石井　智 萩市テニス協会

監　事  廣末　孝行 評議員  田中　香織 女子テニス連盟県支部

監　事  冨田　晃 中国協会監事 評議員  金築　三次 シニアテニス連盟

参　与  井上　喜代志 中国協会参与 評議員  林　　洋平 中体連テニス部



委 員 長    福島  敏夫 委 員 長    小野  薫

副委員長    井上  智 副委員長    鈴木  克佳

副委員長    伊藤  忠則 副委員長    栗山  龍太郎

委　　員    川武  綾子 委　  員    飯野  英親

委　　員    松田  進 委　  員    宇野  慎一　※

委　  員    岡崎  朋也

委 員 長    川武  郷 委　  員    岡本  健志

副委員長    村川  洋 委　  員    小野田  雅彦

副委員長    多田  仁 委　  員    加藤  秀豊

副委員長(高体連)    石井  尚 委　  員    河村  芳高　※

委　  員    古屋  伸之 委　  員    黒川  陽子

委　  員    長尾  祐二 委　  員    谷岡　ゆかり

委　  員    杉本　和子 委　  員    富永  康弘　※

委　  員    村中  俊夫 委　  員    野村  耕三

委　  員    寺本  嵩史 委　  員    平田  健司　※

委　  員    寺本  和美 委　  員    松島  年宏

委　  員    川武  綾子

委　  員    田中　芳伸

委　  員    加藤　乃己 競技委員長    棟近  俊宏

委　  員    大方　雅博 副委員長    国沢  美代子

委　  員    清水  誠人 副委員長    井上  智

委　  員    森脇　雄大 委　  員    秦  　英人

委　  員    大西　竜彦 委　  員    川武  郷

委　  員    飯田  優 委　  員    藤本  博己

委　  員    神田　誠 委　  員    吉田  慈孝

委員(中テ連)    工藤  興太郎 委　  員    松村  政弘

委員(中体連)    中村　勝敏 委　  員    杉本  和子

委　  員    古屋  伸之

委 員 長    山本  哲也 委　  員    山本  眞一

委  　員    福島  敏夫 委　  員    染川  亘輝

委　  員    冨田  晃 委　  員    山根  暁史

委　  員    福井  信行

委　  員    森脇  洋治 委 員 長    町田  英利

委　  員    飯田  優 副委員長    福井  雄治

委　  員    岡井  陽一 副委員長    川武  郷

委  　員    田中  聰規

委 員 長    杉本  和子 委　  員    黒瀬  ひとみ

副委員長    出本  健一 委　  員    伊藤  忠則

副委員長    河村  久美子

委　  員    秦  　英人

委　  員    高橋　美子

委　  員    棟近  俊宏   

委　  員    川武  郷

普及指導委員会

審判委員会

山口県テニス協会・委員会名簿

総務委員会 医科学委員会

※日本体育協会公認スポーツドクター

競技委員会

強化委員会

ジュニア委員会





　 　

中嶋淳一

090-4655-9088

三浦 正

0820-23-1451

金築三次

090-4893-7881

160-0013 03-3481-2321 03-3467-5192

732-0052 082-298-3807 082-298-3808

690-0015 090-6839-2125 0852-32-8590

680-0843 0857-32-5578

700-0012 086-256-5445 086-256-5445

732-0052 082-247-5266 082-245-0232

754-0002 083-973-6362 083-973-0071

753-0815 083-922-2754 083-928-3374

753-8501 083-923-3764 083-922-8737

754-1277 0836-65-6900 0836-65-6902

733-0011 083-233-3457 082-233-3457

                               

  koshida3015@kfy.biglobe.ne.jp

  satoru-1123@nifty.com

山口市テニス協会

宇部市テニス協会

 　 下藤久朗

      芥川貴久爾

井本尚男

秋田浩二

会長

会長

下関市テニス協会

萩市テニス協会

　  林　芳正

 　 山岸正雄

越田妙子

石井 智

県中体連テニス部
宇部市立西岐波中学校

　  中村勝敏

県中学校テニス連盟
宇部市立藤山中学校

　  工藤興太郎
理事長

中村勝敏

工藤興太郎

  kat-nakamura@ube-ygc.ed.jp

  kot-kudo@ube-ygc.ed.jp

女子連山口県支部

県高体連テニス部
山口県立防府商工高等学校

　  大下文男

 　 杉本和子

大下文男

田中香織   Yamaguchiken@jltf.org

  ooshita.fumio@ysn21.jp

支部長

専門委員長

専門委員長

山口県シニアテニス連盟 会長  　 田中　眞一   kanetsuki.mitsugi@aroma.ocn.ne.jp

 団　体　名 〒 ＦＡＸ電　話所　在　地  

関　係　団　体

日本テニス協会

中国テニス協会

島根県テニス協会

　東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 Japan Sport Olympic Square 7階

　広島市東区光町２丁目９－３０竹本ビル３０５号

　松江市上乃木3丁目１５－３６－２０１ 芦山洋子

鳥取県テニス協会

岡山県テニス協会

広島県テニス協会

　鳥取市南吉方１-１１２－３テニスショップフラシーノ 玉川裕康

　岡山市北区いずみ町２－１－３岡山県総合グラウンド内

　広島市東区光町２丁目９－３０竹本ビル３F

きららスポーツ交流公園

中国四国学生テニス連盟

　山口市阿知須５０９－５０

　広島市西区横川町３丁目８－１０ 第２はんどうビル３０１号室

山口県テニス協会

維新公園管理事務所

山口県体育協会

　山口市小郡下郷１２１９－２２　　

　山口市維新公園４丁目１－１

　山口市滝町１－１　県政資料館２Ｆ

  ucta-ka@bloom.ocn.ne.jp

会長   　藤本博己   iwakuni.tennis@ab.auone.net.jp

会長

会長

会長

会長

会長

 　 山本哲也

 　 冨田　晃

山本英樹

高崎英治

 　 会田芳典

地区テニス協会・傘下団体

  tadashi.mr@gmail.com


  tennis_uketsuke@yahoo.co.jp　

  eiji4to@gmail.com

  office@ycta.jp

団　体　名 担当者 メールアドレス

周陽地区テニス協会

防府市テニス協会

岩国テニス協会

柳井テニス協会
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