２０２２年度
兼

北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ１４・Ｕ１２）

ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会 ２０２２北信越地区予選大会

１．主

催

北信越テニス協会

２．主

管

石川県テニス協会

３．後

援

石川県教育委員会

４．トーナメントディレクター
５．期

日

北國新聞社

紺谷

和生

レフェリー 栗原 孝行

２０２２年７月９日（土）～１３日（水）＜予備日７月１４日（木）＞
各日ともＡＭ９：００試合開始

６．会

場

和倉温泉運動公園テニスコート（砂入り人工芝２４面）
〒926-0171 石川県七尾市石崎町泉台 2 ＴＥＬ ０７６７－６２－０９９９

７．種

目

１４歳以下

男・女シングルス 各３２名 ダブルス 各１６組

１２歳以下

男・女シングルス 各３２名 ダブルス 各１６組

８．参加資格

北信越地域テニス協会所属のジュニアで各県テニス協会の推薦を受けた者。各種目の起算は次の通
りとする。
・１４歳以下

２００８年１月１日以降に出生の者

・１２歳以下

２０１０年１月１日以降に出生の者

９．各県の推薦枠
シングルス：ドロー数３２名のうち、３０名を各県推薦枠とし、残る２名をＤＡとする。
ＤＡの２名は次のように選出する。
１）シード１及び２の選手の所属県の７位の選手（シード１・２とも同県なら８位の選手）
に与える。
２）シード１及び２の選手を選考する段階で複数名がランキング同位者の場合は、北信越
ジュニア大会シード選考基準に準じて選考する。
なお、ランキングは申込締切日のものとする。
補充：万が一エントリーの段階でドロー数が規定数３２に満たない時は、各県推薦枠
６名 を除いた中から

①ランキング、②上位者の中から抽選の順により補充する。

補欠については従来通り主管県のみで用意する。
ダブルス：ドロー数１６組のうち、１５組を各県推薦枠とし、残る１組は各県推薦枠３組を除いた５組（１組×５県
＝５組）から次のように選出する。
１）シード１の組の所属県の４位の組に与える。
２）シード１の組の所属県が３組までしかエントリーしていない場合は繰り上げてシード２の組の
所属県の４位の組に与える。
３）シード１の組を選考する段階で複数名がランキング同位者の場合は、北信越ジュニア大会シード
選考基準に準じて選考する。
４）上記の１）２）でも同位の時は抽選で選出（主管県で厳正抽選）
なお、ランキングは申込締切日のものとする。
補充：万が一エントリーの段階でドロー数が規定数１６組に満たない時は、各県推薦枠３組
を除いた中から上記の１）２）３）４）により補充する。
補欠については従来通り主管県のみで用意する。
10. ワンコイン制度

本大会はワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり、参加料とは

別途、各種目ワンコイン制度金１００円をご負担願います。
11. ジュニアＪＰＩＮ運用経費
12．参

本大会はジュニアランキング対象大会のため，運用経費として 200 円徴収します。

加 料 シングルス 1 名

６，３００円

ダブルス 1 組 ６，３００円（参加料 6,000 円＋ワンコイン制

度 100 円＋ＪＰＩＮ運用経費 200 円）
※大会当日、各会場本部にてお支払い下さい。

13．健康管理システム 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本大会では大会期間および大会の前後 2 週
間の健康チェックが必要となります。選手、引率者、関係者の皆様には、日本テニス協会
の健康情報管理システム HeaLo（*）を通じて、日々の体温及び健康状態をご登録いただ
きますようお願い致します。登録方法については、下記案内文を掲載します。引率の方も
選手同様の入力していただき、選手同様の新型コロナ対応となります。
※HeaLo とは、Health Information Logging System の略称です。
利用者登録用のＵＲＬは下記の通りです。初めに登録していただきますと、後から利
用者登録の通知が来ますので、初回設定を行ってください。登録できるメルアドは 1
人に１つです。補欠の選手も登録が必要になります。
利用者登録用の URL は以下になります。
https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/2hm8wkir
14. 試合方法

原則としてシングルスは３タイブレークセットマッチとする。
（各セットとも６オール後１２Ｐタイ
ブレーク）ただし、全日本ジュニアの出場資格に関わる順位決定戦は３セットマッチ，関わらない
順位決定戦は２ショートセットファイナル１０ポイントマッチタイブレークとする。ダブルスにつ
いてはすべてノーアド方式，２タイブレークセット，ファイナルセット 10 ポイントマッチタイブレ
ークになります。

15. 申込方法

①個人は北信越テニス協会の大会申込（エントリー）から所定の様式をダウンロードし、必要事項
を記入の上，各県事務局に提出してください。各県事務局は、まとめて郵送またはＰＤＦで送信
してください。
②大会出場資格者が欠場する場合は、各県ジュニア委員長へエントリー締め切り５日前までに申
し出てください。
③各県テニス協会担当者はエントリーリストを所定の様式にて下記締め切り日までにメール（石川
県ジュニア委員長宛）で申し込むこと。

16. 申 込 先

北信越ジュニアテニス選手権大会申込先
〒９２１－８１０５石川県金沢市平和町 2 丁目 13 番 18 号 ALKO2F
石川県テニス協会内北信越ジュニアテニス選手権大会 宛
ＴＥＬ０７６－２２７－９２０１ ＦＡＸ０７６－２２７－９２０４

17. 申込締切

２０２２年６月２３日（木）必着のこと

18. ドロー会議 ７月８日（金）１５：００～ 和倉温泉運動公園テニスセンター
※選手代表者による、公認ドロー作成ソフト（JTA 公認トーナメントプランナー）による公開抽選
会を実施する。
当日練習に来てる数名に抽選のお手伝いをお願いする方式になる場合があります。
選手代表者不在の場合は、大会役員が代理で抽選します。
19. 使 用 球

ダンロップ オーストラリアンオープン（ボールは９－１１チェンジとする）

20. 服

テニスウエアー・テニスシューズを着用のこと。
（ＪＴＡテニスルールブック２０２２に準ずる）

装

21. 競技日程

【予備日１４日（木）
】

種目/日程

7/9

7/10

7/11

（土）

(日)

（月）

１Ｒ

２Ｒ

ＱＦ

7/12（火）

１４・１２歳以下

7/13（水）

Ｆ・３決・５決２Ｒ・５決３Ｒ・
ＳＦ・５決１Ｒ

男子シングルス

７決

１４・１２歳以下

Ｆ・３決・５決２Ｒ・５決３Ｒ・
１Ｒ

２Ｒ

ＱＦ

ＳＦ・５決１Ｒ

女子シングルス

７決

１４・１２歳以下
１Ｒ

２Ｒ

ＳＦ

Ｆ・３決

１Ｒ

２Ｒ

ＳＦ

Ｆ・３決

男子ダブルス
１４・１２歳以下
女子ダブルス
★試合は各日とも９：００開始とする。
★前日の練習コートは各自手配して下さい。
22. 宿

泊

23. 全国大会

各自手配のこと。
北信越地域からの代表枠は下記の通り。
１４歳以下男子シングルス４名、ダブルス各２組
１４歳以下女子シングルス５名、ダブルス各２組
１２歳以下男子シングルス５名、ダブルス各２組
１２歳以下女子シングルス６名、ダブルス各２組
※正当な理由なくしての辞退は認めない。

24. そ の 他

・本大会は、すべての選手を公平に扱います。
・天候、その他の事情により、会場、試合方法を変更する場合もある。
・試合規則はＪＴＡルールブック２０２２公式トーナメント競技規則による。
・競技中における疾病、傷害などの応急処置（治療の経費は自己負担）は主催者で行うが、その
後の責任は負わない。
・エントリーリスト・その他の連絡は北信越テニス協会ホームページにて発表する。
http://www.hokushinetsu-tennis.jp/
・氏名・所属団体・ＪＰＩＮ番号はドローに記載します。
・申し込みによって得た個人情報は、大会開催以外の目的には使用いたしません。

25. 問い合わせ ＴＥＬ０７６－２２７－９２０１ ＦＡＸ０７６－２２７－９２０４
石川県テニス協会
＊問い合わせは必ず各県の北信越テニス協会県ジュニア委員長を通して行ってください。

参加選手・帯同者
２０２２年度
兼

北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ１４・Ｕ１２）

ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会‘２２
北信越地区予選大会
における
JTA 健康管理システム HeaLo 使用について
石川県テニス協会
紺谷 和生

7/9 から開催される２０２２年度
兼

北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ１４・Ｕ１２）

ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会‘２２

は JTA からの健康管理システム HeaLo を使用することになりました。
下記にについて対応お願い致します。
日々の健康情報入力方法について
本大会に出場する選手と帯同者は、大会 14 日前から大会終了ご 14 日ごまで毎日欠かさず健康情報
の記録をお願い致します。以下の URL または QR コードより利用者登録をサイト上で行ってくださ
い。大会期間中は遅くとも会場到着の 1 時間前までに大会前 14 日分の登録を完了しておいてくださ
い。
なお、未入力が続いた場合や所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた場合は大会主催
者の判断により出場が認められない可能性がありますのでご注意ください。
【HeaLo 利用者登録フォーム】
https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/2hm8wkir

※登録が完了後、入力いただいたメールアドレスに URL や初回パスワード（初回利用時）が届きま
す。利用者マニュアル
https://www.jta-tennis.or.jp/information/tabid/736/Default.aspx

