
注意！ みんなで守ろう 

KTA 杯関東ジュニアトーナメントにおける感染防止対策について 

今年の大会は本部へ集まっての選手ミーティング等はありません。事前に下記注意事項をよく読んで試合に

入ってください。 

 

1、大会会場に入場できるのは選手と選手 1 名につき保護者 1 名とします。指導者は 1 団体 1 名を可とします。 

2、大会来場予定の皆さんは大会前 14 日間の健康管理表（別紙）に記録してください。大会当日に提出の必要は

ありませんが、大会終了後 2 週間は保管してください。 

3、選手は大会“前日”にスマホにて健康管理表に載っている QR コードを読み取り、事前登録を行ってください。 

必ず前日に行ってください。それより前に登録されたものは無効になります。 

登録が完了すると各個人の QR コードが作成されますので、「感染防止受付」にて毎日提示してください。 

スマホが無い場合は、「感染拡大防止協力書」に記入の上、提出してください。 

4、保護者、指導者の方は QR 登録の必要はありません。「感染拡大防止協力書」に記入の上提出してください。 

5、受付は選手と保護者の方、二人そろって済ませてください。それぞれに ID カードをお渡しします。 

 

1. 出 席 定刻までに感染防止受付で検温・手消毒を済ませ、各自 QR コードの提示、又は協力書の提

出すること。感染防止受付は、定刻の 1 時間前より（例；定刻 10:00 ⇒ 9:00～10:00）の

み受付を行います。早く来ても受付できません。補欠の選手は上記手順をふみ、各種目最初

にスタートする定刻（例：1R が 9：00 開始と 10：00 開始に分かれている場合は、最初に

スタートする 9：00 まで）までに受付を済ませること。 

2. 試 合 開 始 試合進行表（オーダーオブプレー）に従って、各自コートに入ること。 

          各種目、初日の OP は直前の金曜日に HP に発表します。 

          試合球、スコアカード、ネームカードは、ロービング U が各コートに準備します。 

          選手が本部に取りに来る必要はありません。 

3. 試 合 方 法 男女各シングルス トーナメント方式 

                   2 タイブレイクセット(ノーアド) 1 セットオール・ファイナル 10P マッチタイブレーク 

 ※他については、JTA ルールによります。また天候により試合方法を変更する場合があり

ます。 

4. ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 3 分以内にすませること。 

5. 服    装  JTA ルールに準じます。 

6. 結 果 報 告 試合終了時、両選手、ロービング U で結果を確認し、勝者がボール等を持って本部に報告

すること。 

7. 審 判 セルフジャッジ 

8. 使 用 球 ヨネックスＴＭＰ-80（セットチェンジ） 

9. 参 加 料 1 名 8,100 円（参加料 8,000 円+ﾜﾝｺｲﾝ制度金 100 円） 

          ※大会終了後下記口座へお支払いください。（大会終了後 2 週間以内にお支払いください。） 

          ※ドロー発表後の出場取り消し(棄権)につきまして、補欠の繰り上げの無い場合は、参加料

をお納めいただきます。 

          ※本大会はワンコイン制度対象大会です。参加料とは別途 100 円をご負担いただきます。 

 

 

 

 

 

【参加料払込先】 ゆうちょ銀行または、郵便局に備え付け青色の払込取扱票に必要

事項を記入してください。 

・口座番号  00160－0－368509 

・加入者名  関東テニス協会 

・通信欄    出場種目、ドロー番号、選手名 



 

10. 天 候 天気が悪く試合があるかないかわからないときも、いったん会場に集まること。 

11. 日 程 変 更 次の試合があるときは日程をレフェリーに確認しましょう。 

12. コートマナー 選手は試合中、コート外の誰からもコーチングを受けることはできません。 

フェアプレイに徹し、ベストをつくしましょう。応援の皆様は隣接して行われている試合

も含めプレイの妨げになるような過度の応援はお控えください。 

13. きれいに！ 会場では、紙コップや空缶などを決められたところに捨てましょう。 

14. 本大会選考には 10 月 15 日発表ランキングを使用いたしました。 

 

☆この大会は『関東テニス協会ジュニアテニストーナメントペナルティー（罰則）規定』を採用します。 

 

大会本部臨時電話 

18 歳以下／清水善造メモリアルテニスコート（ハード）   大会期間中 11/14～16 臨時電話   070-1273-4651 

16 歳以下／アポロコーストテニスクラブ（砂入り人工芝）A  大会期間中 11/22～24 臨時電話  070-3126-3207 

14 歳以下／アポロコーストテニスクラブ（砂入り人工芝）B  大会期間中 11/22～24 臨時電話    070-1273-4651 

12 歳以下／小瀬スポーツ公園テニスコート（砂入り人工芝） 大会期間中 11/14～16 臨時電話  070-3126-3207 
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　　・ポイント間、エンドチェンジの際には対戦相手との距離を確保すること。
　　・エンドチェンジの方向は基本的に時計回りで回ること。
　　・ラケットや自らの試合で使用するボールなど、プレイに必要なもの以外はコート
　　　サーフェイスを含めできるだけ手で触れないこと。
　　・タオルは手が触れる面と顔が触れる面を使い分け、プレイ中はできるだけ手で顔に
　　　触れるのを避けること。
８．大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合には、速やかに

◆大会日程
各種目受付時間の1時間前より（例；定刻10:00 ⇒ 9:00～10:00）のみ受付を行います。

（進行状況、天候などにより変更する場合があり）

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～42 9:00
№43～64 10:00

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～20 10:00
№21～62 11:00
№63,64 12:00
1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 8:30
№33～64 9:30

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 10:30
№33～64 11:30

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 9:00
№33～64 10:00

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 11:00
№33～64 12:00

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 9:00
№33～64 10:00

1R・2R 3R・QF SF・F
№1～32 11:00
№33～64 12:00

６．大きな声での会話や応援をしないこと。
７．試合中の遵守事項
　　・試合前後の挨拶は握手ではない方法で行うこと

　　関東テニス協会に報告してください。
９.　その他、感染防止に対する施設管理者や主催者からの指示に従うこと。

２．大会会場への来場者は、QRコード提示または「感染拡大防止協力書」を記入の上感染防止受付に提出すること。
３．マスクを必ず持参し、プレー中以外はマスク着用を励行すること。
４．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。
　　・アルコール等の消毒液は大会運営本部、各コートに準備します
５．他の利用者との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること。日傘の使用を推奨致します。
　　・荷物置き場や休憩場所、ベンチに座る時にも距離を確保すること。

◆コロナウイルス感染拡大防止に対する遵守事項

１．以下の事項に該当する場合は、自主的に大会会場への来場自体を見合わせること。
　　・発熱、咳、咽頭通など風邪の症状があり、体調がよくないと判断するとき。
　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
　　・過去１４日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間が必要な国・地域への渡航
　　　または該当地域の在住者との濃厚接触がある場合。

16歳以下
（Aコート）

男子

女子

14歳以下
（Bコート）

男子

女子

会　　　　場 16歳以下・14歳以下／アポロコーストテニスクラブ（砂入り人工芝）

日　　　　程 11月22日（日） 11月23日（月） 11月24日（火）

18歳以下
（清水善造メモリア
ルテニスコート）

男子

女子

12歳以上
（小瀬スポーツ公園

テニスコート）

男子

女子

会　　　　場
18歳以下/清水善造メモリアルテニスコート（ハード）
12歳以下/小瀬スポーツ公園テニスコート（砂入り人工芝）

日　　　　程 11月14日（土） 11月15日（日） 11月16日（月）
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