第３５回県民総合スポーツ大会
２０２２年度埼玉県春季テニス選手権大会予選大会
２０２２年度埼玉県春季テニス選手権大会
兼東日本テニス選手権大会埼玉県予選会
（ＪＴＡ公式トーナメント グレードＪ１-１）
埼玉県テニス協会

【開催要項】
出場資格が在住・在勤者に制限され、埼玉県テニス協会会員番号の記入が必須となっています。

1共

催

埼玉県
埼玉県テニス協会

2協

賛

(株)ダンロップスポーツマーケティング

3 大会日程

予選大会

5月 7日 (土)
5月 8日 (日)
5月１４日 (土)

男子単・女子複
男子単・女子単
男子複

本大会

5月１５日 (日)
5月２１日 (土)
5月２２日 (日)
５月２８日 (土)
５月２９日 (日)
6月 ５日 (日)
６月 １８日 (土)

男女単複（１R）
男子単・女子複（２R/３R)
男子複・女子単（２R/３R)
男子単・女子複（QF/SF）
男子複・女子単（QF/SF）
男 女 単 複（F)
予 備 日

★天候等の事情により全種目中止の場合、以下のように順延します。
予選大会
男子単 ５月 ７日(土) ８日(日) →１５日(日) →２１日(土)
女子複 ５月 ７日(土) →１４日(土)→１５日(日)→２１日(土)
男子複 ５月１４日(土) →１５日(日)→２２日(日)
女子単 ５月 ８日(日) →１４日(土)→１５日(日)→２２日(日)
本大会

男子単
５月１５日(日) →２１日(土)→２８日(土)→６月５日(日)→１８日(土)
女子複
男子複
５月１５日(日) →２２日(日)→２９日(日)→６月５日(日)→１８日(土)
女子単
但し、大会の進行状況（悪天候等）によって日程・時間の変更が生じる場合もあります。
4会

場

大宮第二公園第一テニスコート（砂入り人工芝コート）

5 試合方法

予選大会 単複 １セットマッチ （６ゲームオール、タイブレーク方式）
本大会
単
３セットマッチ （６ゲームオール、タイブレーク方式）
３セットマッチ ［マッチタイブレーク(10ポイント)方式］
複
＊ファイナルセットは10ポイントのタイブレークです。

6 ドロー構成

予選大会 各種目予選１６ブロック
本大会
各種目４８

7使用球

ダンロップ・フォートイエロー

8 参加資格

「大会参加資格基準」により参加できる（別添資料）。

各予選ブロック勝者が本大会に出場できます。

9参加費

予選大会
４，０００円（賠償保険料及びワンコイン制度金も含む）
本大会
６，０００円（賠償保険料及びワンコイン制度金も含む）
＊予選大会に出場した方は、２，０００円

① 大会名
② 種目・ドロー番号
参加費は試合当日、本部での受付時にお支払い頂きます。
③ 選手氏名
封筒(表)に右記項目を明記し参加費を入れてご用意下さい。
④ 申込責任者と連絡先
申込み締切日以後のキャンセル及び欠場については、 参加費を徴収します。
10 申込方法

JTA選手登録をされている方は、申込む前に更新手続きを済ませて下さい。
ネットエントリーでの受付となります。 送信は1回のみとして下さい。
大会要項 横の

申 込

下の

エントリー ボタンをクリックすると、

埼玉県春季テニス選手権大会のシングルスとダブルスの申込フォーム案内が出ます。
ダブルスの申込みは、どちらか一人の選手が１回のみ送信してください。
・「ドメイン受信指定等の受信制限を設定している。」「入力したアドレスが間違っている。」と自動

返信メールは届きません。確認の上送信ボタンを押してください。
・ 「送信」ボタンを押すと画面が変わります。画面が変わらない時は入力内容を確認して下さい。
・ 受付が完了すると stataikaiuketuke@sta-tennis.org より自動返信メールが届きます。
自動返信メールが届かなかった場合、または訂正やキャンセルをしたい場合は
「テニス協会 受付係」 へメールでお知らせください。
埼玉県テニス協会 月・水・金（10:00～16:00） stataikaiuketuke@gmail.com
※ 尚、受付完了後に届いた自動返信メールは自動返信メール専用のアドレスがら送信しています。
自動返信メールのアドレスに訂正やキャンセル等のお知らせうをいただいても返信はできません
のでご注意ください。」
※ 申込内容に不備があった場合は受付できません。
11 申込締切
２０２２年 ３月３０日（水）２４：００
時間を過ぎると申込めません。
12 申込リスト発表 ２０２２年 ４月 ４日 (月)
申込リストに誤りがありましたら４月８日(金)１６：００ までにメールでお知らせ下さい。
13 ドロー会議
２０２２年 ４月１１日(月) １０：００～の予定
14 ドロー発表
２０２２年 ４月１５日(金) 埼玉県テニス協会のＨＰに掲載致します。
15 その他
１）男女単優勝者は、全日本テニス選手権大会の予選会を兼ねている東日本テニス選手権大会に出場
できます。
2）全種目の優勝者・準優勝者は次年度の関東オープン選手権大会の選考対象となります。
埼玉県テニス協会から推薦いたしますが、必ず選定されるとは限りません。要項を確認して各自の責任
で申込んで下さい。 埼玉県テニス協会の推薦を必要とする選手は必ず県テニス協会に申込書をFAX
し、推薦を希望する旨を伝えてください。その後、県テニス協会にFAX送信の有無を確認して下さい。
3）本要項は、天候等止むを得ない事情により変更される場合があります。
4)本大会は、「Ｊ1-1大会」です。「有資格者」で出場する選手はJTA一般選手登録が必要です（予選決勝
敗者を除く）。有資格者とは「大会参加資格基準」【2】が該当します。
JTA一般選手登録をされている人は登録番号とポイントを必ず入力して下さい。
尚、3月末までに更新（継続手続き）をしないと登録（ポイント）がなくなりますのでご注意ください。
16 役

員

トーナメントディレクター
油井正幸
アシスタントディレクター
名倉安代
トーナメントレフェリー
森洋子
アシスタントレフェリー
野本淳子 霜野玲子
問合わせ先 ： 埼玉県テニス協会 （ 月・水・金 ＡＭ１０：００～ＰＭ４：００ ）
ＴＥＬ
０４８－７７８－１２１３
メール
stataikaiuketuke@gmail.com
2022年2月21日

発表

埼玉県春季・秋季テニス選手権大会
（予選大会も含む）
埼玉県テニス協会

『大会参加資格基準』
必須条件

「在住」
「在勤」

大会参加資格が在住・在勤で埼玉県テニス協会の会員であること。
＊プロ協会に加盟している選手も参加出来ます。
＊会員とは郡市テニス協会より県テニス協会に記名登録されている人です。
申込書には埼玉県テニス協会個人登録番号の記入が必須で、これに基づき受付けます。
会員登録時（当該年度3月1日）に「日常生活」をしている実態があり、埼玉県内に住民票が
あること
会員登録時（当該年度3月1日）に埼玉県内の会社・事業所と雇用契約を結び現実に通勤し
て主たる勤務実績があること（具体的には週40時間の半数を超えて勤務）
学生等の短時間、短期間のアルバイト等は在勤として認められない

【１】 各郡市テニス協会の推薦選手（この場合当該テニス協会の会員であること）
四地区テニス協技会推薦選手（この場合当該テニス協議会の会員であること）
【２】 ① 前々回・前回の県大会で、予選決勝進出選手または本戦ストレートインの選手
資格を取得した種目に限る。ダブルスは同一ペアに限る
② JTAポイントを有する選手 ・JTAシングルスポイント１０点以上
・JTAダブルスポイント２０点以上（ペアの合計ポイント）
①②は「有資格者選手」と言います (①②両方の資格を有する選手は①で申込むこと)
前々回・前回の本戦出場者はJTA一般選手登録をしていないと参加できません（県大会出場規程）。
【３】 前年度、以下の上位大会に出場した選手
テニス
権 会 戦
権 会 戦
＊
＊ 関 オープンテニス
毎
テニス
権
会
戦
インカレ
戦
＊
＊
国民
権 会本戦
＊
＊ 関 学 テニス
・ インターハイシングルス個人戦（ただし高校卒業していること）
・ 全日本ジュニアテニス選手権大会シングルス（ただし高校卒業していること）
【４】 前年度、以下の戦績を残した者
ジュニアカップ
ただし
していること
・
県
の
・ 国レディース 会
県
会の
および
の２組
・
【３】【４】の資格で申込む時に戦績を証明するものを提出しなければならない
（例：大会プログラムの表紙と本人掲載ページの写し）
【５】 埼玉県テニス協会公認大会の上位成績者（各大会に出場枠の割当があります）
【６】 ４地区協議会推薦者（各地区に出場枠があります）
【７】 日本女子テニス連盟埼玉県支部推薦者２組
【８】 埼玉県テニス事業協会推薦者各２名・２組
【９】 教職員テニス大会男子ダブルス優勝者
【１０】 大会運営委員会で認められた者
前年度以前に

のついた 会に

した

は検討の対

になります

☆ 前年度とは当年度も含むものとする。
平成３０年（２０１８年）２月一部改正

