
強化・ジュニア委員会からのお知らせ

2020年度事業計画 強化・ジュニア委員会

銀長紺谷 和生

1,委員会組織 委員長 :紺谷 和生
(ジュニア委員)  浜回 国彦 ,越中  修 ,小林 弘二 ,伊東 敏宏 ,山本 昌孝

河合 康典 ,宮田 佳恵 ,加巳野一八 ,平井  陽 ,近岡 岳則
森本 隆彬 ,安藤 有紀 ,村上 孝有 ,越田 晃司 ,神保  徹
五十嵐教子 ,小桧山保雄 ,森川 卓哉

(強化委員)   坂本 浩一 ,古林 陽子 ,松本 浩伸 ,古林 尚幸
(国体スタッフ)成年1坂本 浩一 ,古林 陽子 ,松本 浩伸 ,古林 尚幸 ,山本 昌孝

少年 :紺谷 和生 ,宮田 佳恵 ,平丼  陽 ,加巳野 一八
2,基本構想
「高い競技能力を持った競技者の育成」と「人間的にも資質の高い人材の養成」を目指し、下記の
課題をもとに事業を推進する。

①「チーム石川」を組織し、国民体育大会に向けてベスト8を 目標とする。
②ジュニア選手の底辺拡大と全国大会に出場する選手はもちろん、次の段階 (北信越出場)

の選手の競技力を上げ、県全体のレベルアップを図る。
③成年のサポート体制を構築し、全国トップクラスの大学・実業団へ入った選手の支援・登用を行う。
④世界に挑む斎藤 貴史プロの支援・協力を行い、世界に視野を持った練習環境の向上につとめる。
⑤一貫指導システムを確立する。
有望なジュニア選手を発掘・育成し、全国大会 ,国際大会で活躍できる選手を育成する。
またPLAY+STAYを推進し、U10、 11のタレント発掘および強化を推進する。

⑥「石川県トレーニングセンターシステム」を構築する。
「辰口丘陵公園テニスコート」と「いしかわ総合スポーツセンター」を拠点にして、トレーエング
環境の整備確立を図り、強化練習会や遠征,海外派遣を展開し、指導者の交流・講習会の充実を図る。

CI'高等学校の強化拠点校づくりを強化する。
高体連テニス部との連携を強化し、地元高等学校においても全国で好成績をあげられる環境をつくる。

3,具体的事業

1 中学校テニス連盟の事業

(1)目 的 石川県内の中学生にテニスを普及と組織化を図り、中学校体育連盟加盟へ向けた環境を整備する。
(2)活動内容

(1)現在部活動として活動している中学校テニス部への技術講習会などを援助する。

②現在部活動として活動している中学校の交流大会を実施する。
③中学校の指導者への講習会を実施する。
ll 育成事業

(1)目的 石川県のジュニア選手のレベルアップを図り、全国大会に出場する選手を育成する。

(2)対象者

①U12のランキング上位選手で、県テニス協会の事業に積極的に参加する意志のある選手。
②事業期間は令和2年 4月から令和3年 3月までとする。
(3)事業内容

①辰回丘陵公園テエスコートを中心に強化練習会を実施する。
②PLAY+STAY
③北信越小学生団体戦に向けて強化練習を実施する。
‖: 強化事業

(1)目的 全国大会で上位を目指す選手の競技力の向上を促す。
(2)対象者 2019年度の北信越大会を勝ち抜いて全国大会に出場した選手の中から強化ジュニア委員会
が決定する。2019年度の全国大会において特に優秀な成績を収めた選手はスーパー強化選手に指定する。
(3)指定期間は2020年 4月から2021年 3月までとする。
(4)コーチは石川県ジュニア委員を中心として行う。
(5)強化事業

①年間を通じて強化練習会を北日本物産と共催で実施する。
②県外遠征・強化合宿を実施する。
③JTA・ 北信越テニス協会の強化事業に優先的に参加する。*県外遠征の際には費用の一定額を
協会で補助する。
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(6)2020年度の強化指定選手
*協会が主催する強化・遠征事業に積極的に参加する意志があり、その事業を支持するチームに
属しているものに限る。

スーパー強化指定選手 該当者なし
強化指定選手
2019年度後期国体強化指定選手 :

村松 果奈 ,田中 美羽 ,井関 麻央 ,吉田 悠真 ,谷口 和輝 ,小野 晃広 ,高崎 晏大
2019年度全国大会出場者 :

吉野 真央 ,田中 愛純 ,前田 星佳,林  綾乃 ,佐藤 莉乃 ,小寺 稀介 ,清水端一優
村上 稜真 ,渡辺 翔太 ,角谷  亮 ,中山 智裕 ,宮岸亮太朗 ,川西 飛生
*2020年度石川県小学生大会単上位4名 を追加する
*年度途中においても全国大会出場者や後期国体強化選手は別途追加する
*U10、 Ullにおいて別途選抜する

(7)成年男女の∫OP大会等の出場に積極的な支援を行う。
*都市対抗の出場を義務付ける

(8)国体参加選手の強化合宿を行い、「チーム石川」の意識化を図る。
*県内大学生の該当選手の参加を促す

iV 広報事業
(1)目的
石川県強化ジュニア委員会の情報の伝達と交流を行い、ジュニア選手 (■】12～U19並びに指導
者の組織化を図る。
(2)活動内容

①インターネット公式サイトに情報を掲載する。
②U12,U14,U16,U18の選手登録を推進する。
③ジュニアランキングの広報を定期的に行う。
V 指導者招聘強化練習会

(1)目的 石川県のジュニア選手のレベルアップを図るため、指導者招聘強化練習会を展開し、
県内指導者の研修・交流・講習会を充実させる。

(2)活動内容

①高体連と連携して活動を活性化する。
②メーカーに積極的に働きかけ、幅広い活動を展開するっ

Ⅵ 各種大会運営
*ランキング上位者に3セットマッチの経験を積ませる
*ランキング下位選手にも多くの試合経験を積ませる。
*大会スタッフの充実をはかる。
①全国につながる大会についてはシングルス32ドローダブルス24ドローの本戦とし予選を実施
(RSK杯・JOC杯、および中体連。高体連の大会等は別)

②全国につながる大会についてはシングルス32ドローの本戦においてSF・ F・ 5位決定戦lRは
2タイプレークセット、ファイナル10ポイントマッチタイプレーク方式で行う。またダブ
ルス24ド ローの本戦はF・ 3位決定戦はノーアド2タイプレークセット、ファイナル10ポイ
ントマッチタイプレーク方式で行う。

ジュニアプレイヤーズ(U18・ U16・ U14・ U12)登録について

石川県で開催されるジュニアポイント対象大会 。公認大会に出場するプレーヤー(U18～ U12)は、
ジュニアプレイヤーズ登録が必要となります。所属団体を通して登録を行ってください。
1.登録により得られる資格等
(1)石川県で開催される、ジュニアポイント対象大会・公認大会に出場することができます。
(2)石川県テニス協会便覧「コートサイド」が配布されます。
(3)石川県ジュニア選手登録番号「10PJ登録番号」が提供されます。
(4)JTA登録番号が提供されます。このJTA登録番号は登録する県や、年齢カテゴリー(ジュニア

だけでなく、アマチュア、ベテランなど)にかかわらず、一度取得したら一生使用する番号です。
2.石川県ジュニアランキングポイントについて

。対象大会、公認大会に出場すると、ポイントを取得します。ポイントは1年間(来年度の同大会まで)

有効の加算制で、シードの参考となります。また、北信越大会、全国大会の成績もポイントの対象と
なります。

・ジュニア大会にはジュニアポィントランキング対象大会 。公認大会以外の大会もあります。それらの
大会には登録しなくても出場できますが、ポイントは付きません。
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'石川県テニス協会強化ジュニア委員会はランキングの上位選手対象に、今日か練習会 。遠征等を行います。
・石川県高等学校体育連盟テニス部に所属する選手は、別途U18・ U16の登録を行います。
。年齢のカテゴリーが変わる時、U12→U14は全でのボイントを持ち越します。U14→U16と U16→U18は一部
ポイントを持ち越さない大会もあります。

・上の年齢カテゴリーに出場した場合、持ち越しポイント大会を参考に妥当なポイントに置き換えて、シードの

資料とします。
・大会とポイントについての詳細は、「2020年度ジュニア大会について」を参照ください。

3.登録方法について

(1)登録に必要な保護者の同意書の提出
登録選手は、全国ジュニアデータベースORN)に登録するため、ホームページに掲載されいてる「石川県テ
ニス協会登録規程、石川県テニス協会個人情報保護方針、(公財)日 本テニス協会個人情報保護方針」を
読んで、同意書を提出する必要があります。同意書はホームページからダウンロード・印刷し、保護者のサ
イン・押印をして所属団体でまとめて提出してください。

(2)登録用紙の提出
①所属団体の代表者(個人登録の場合は保護者)は、ホームページより登録年度の登録申し込み用紙

(Excel)をダウンロードして必要事項を入力して提出してください。なお、前年度登録者名簿(IOPJ番号・
JTA登録番号を記載したものを記載されたメールアドレスに2月 に送付しますので、内容を確認のうえ
更新して提出してください。

提出先・問い合わせ先メールアドレス  ishikawa2014r@yahoooco.jp
②登録用紙の提出は最初の出場大会のエントリー締切日までに済ませてください。
2020年度初めの大会は3月 16日が締切日となりますので、出場選手は締切日までに提出のこと。

③登録は原則4月 1日～翌年3月 31日を1年とし、毎年登録手続きをしてください。
④所属を変更した時は、移籍先の所属団体代表者により速やかに変更届を提出してください。

エントリー申込み時に移籍先の所属を記入するだけでは、所属は変更されません。

⑤所属団体(テーム名)は、前年度の登録用紙により、石川県テニス協会の「県登録者名簿」に記載され
ている名称でJTAに登録されています。名称変更の場合は、JTAの変更作業も必要となります。

③個人登録の場合は、小中学生は、学校名にて登録します。
(3)同意書の提出とコートサイドの配布

団体責任者は2.の同意書と、3.で作成した登録用紙を印刷し、3月 。4月 に開催される石川県テニス協会
主催のジュニア大会の本部(10時～15時)に提出してください。
コートサイドは、送料節約のため連絡をとりあって試合会場等(3月 の対象大会は下記)で直接お渡しします。

3月 21日 (上)22日 (日 )ヨネックスジュニアU12U14(こまつドーム)

3月 28日 (土)29日 (日 )石川県テニス協会主催ジュニア大会(辰口丘陵公園テエスコート)

(4)登録料の振込み
①ジュニアプレーヤーズ(U18～ U12)登録料は選手一人年間1000円 とします。
②代表者は登録料を、登録用紙提出後すみやかに、必ず郵便振替口座にて振り込んでください。
③前年度からの継続登録者。大会出場選手の登録料は、5月末日までにお振込みを完了してください。
④振込者がわかるようにクラブ名・責任者の名前。人数を記載願います。

登録料 選手1人 1000再  X登録選手人数分 (振込み手数料はご負担願います)

郵使振替口座 :記号 00790-8-75354 石川県テニス協会 競技委員会
⑤現金での受け付けはいたしません。
⑥一旦納入された登録料は返却しません。

(5)その他
①亜A登録番号は一度取得すると一生変わりません。各クラブ代表者にIOPJ番号とともに、取得した番号の

リストを送りますので、大切に扱ってください。県外に移籍する場合もその番号を保持します。
②上記の登録手続きが難しい場合は必ずメールで連絡の上、手続きの日程を調整してください。
責任者が提出業務を行えない場合、代理の方が行っても構いません。

③移籍および体会後の再登録の選手は、旧チーム名、わかれば旧10PJ登録番号。JTA登録番号を記載して
ください。わからない場合は記載しなくてもかまいませんが、調査に少々 時間をいただきます。

④県外からの移籍選手は、旧登録県、1日クラブチーム名、JTA登録番号をお知らせください。
県外への移籍、県外からの移籍は、新旧の両方のテニス協会にてJTA登録の移籍手続きが必要です。

⑤2020年度に高等学校等へ新入学して部活として登録予定の皆様ヘ
新入学後、部活にて登録する予定の選手で、3月時点ではまだ所属団体での登録手続きができない場合
に限り、3月～の試合に上記の登録手続きを終えていない状態でもエントリーできます。
その場合、所属名は「(新入学により未定)」 と記載して、1日 IOPJ番号によリエントリーしてください。
ただし、5月末日までに必ず所属先を確定して登録手続きを完了してください。

⑥不備・質問等がありましたら、下記連絡先にお知らせください。

送付先・問合せ先: 石川県テニス協会強化ジュニア委員会  ishikawa201η r@yahoo,cojp
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2020年 2月 3日 

クラブ当番制と審判講習会参加のお願い 

石川県テニス協会 

◆クラブ当番制のお願い 

２０２０年度の大会から円滑な大会運営をするために各クラブのご協力を得て大会ごとの大会

運営のお手伝いをお願いしたいと思います。内容は以下の通りです。 

① 各クラブから所属する選手のコーチまたは保護者２名以上４名以下が大会進行の手伝いをし

ていただきます。 

進行の手伝う内容はオフィシャルボードの記入、試合のスコアやボールの準備、コートの後付

け、大会本部の設営撤去等です。仕事内容の確認と連絡引き継ぎは協会専属の進行係また

はレフェリーがいたします。なお、進行（オーダーオブプレイ作成発表）など大会に出場する選

手に影響を与える可能性のある権限はレフェリーがいたします。 

② お手伝いしていただく各クラブから所属する選手のコーチまたは保護者２名以上４名以下の

方々にはお弁当と飲み物をお渡しします。 

③ 大会ごとにお手伝いしていただく大会日時の一覧を下記の表に提示しますので、ご都合のよ

い日程をクラブ内で調整していただき、３日以上ご提示ください。2/28 までに

kazuokontani1962@yahoo.co.jpにご連絡お願いいたします。協会が調整して連絡しますが、 

ご希望に添えない場合がありましたら返信にてご連絡します。クラブの登録人数や地域性を考

慮し、それをもとにホームページに割り振りを発表します。 

④ 大会期間が２日以上の場合同一の方々がお手伝いをしていただかなくても構いません。手伝

う内容をまた当日お伝えしますが、できれば２日目以降にお手伝いしていただく方が１日目に

内容を知っていただけると助かります。 

⑤ 原則大会２日目は当番クラブを割りあてませんが、天候等の状況により２日目の試合数が多く

残った場合初日のクラブまたは選手が勝ち残っているクラブにお願いをする場合があります。 

 

◆審判講習会参加のお願い 

２０２０年度の大会から円滑な大会運営をするために各クラブのご協力を得てテニスのルール

を周知していただくことが選手たちにも大切であると考えます。将来的にはロービングアンパイ

アやレフェリーをしていただく方の養成になれば、とも考えています。そこで 4月～6月に県協

会主催で日本テニス協会審判委員会から講師を招き審判講習会およびルール講習会を実施

する際に各クラブから最低 1名で上限なしで参加していただきたいと思います。この申込も 

2/28 までに kazuokontani1962@yahoo.co.jpへご連絡ください。 

mailto:ご都合のよい日程をクラブ内で調整していただきkazuokontani1962@yahoo.co.jp
mailto:ご都合のよい日程をクラブ内で調整していただきkazuokontani1962@yahoo.co.jp
mailto:ご都合のよい日程をクラブ内で調整していただきkazuokontani1962@yahoo.co.jp
mailto:2/28までにkazuokontani1962@yahoo.co.jp


クラブ当番制一覧

日時 会場 大会名 当番クラブ×は割り当てなし
3/28（土） 辰口 U16ジュニアチャレンジャー・県小学生選
3/29（日） 同上 同上 ×
4/4（土） 西部 全日本ジュニア県U161412予選
4/5（日） 同上 同上 ×
4/18（土） 西部 県小学生本戦
4/19（日） 同上 同上 ×
4/29（水） 西部 全日本ジュニア県U161412本戦
5/2（土） 同上 同上
5/3（日） 同上 同上
5/4（月） 同上 同上
5/5（火） 同上 同上
5/6（水） 辰口 同上 ×
6/13（土） 辰口 中牟田県予選
6/14（日） 同上 中牟田県本戦
6/27（土） 末広 RSK県
6/28（日） 同上 同上 ×
6/29（月） 同上 同上 ×
7/4（土） 末広 中牟田県本戦
7/5（日） 同上 同上 ×
7/6（月） 同上 同上 ×
9/5（土） 辰口 U1412ジュニアチャレンジャー
9/6（日） 同上 同上 ×
10/3（土） 辰口 全国選抜U1412県予選
10/4（日） 同上 同上 ×
10/17（土）辰口 全国選抜U1412県本戦
10/18（日）同上 同上 ×
10/31（土）辰口 MUFG県予選
11/1（日） 同上 同上 ×
11/7（土） 辰口 MUFG県本戦
11/8（日） 同上 同上 ×
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２０２０年度ジュニア大会について 

２０２０年２月１日 

石川県テニス協会 

強化・ジュニア委員会 

紺谷 和生 

１,試合方法について 

２０２０年度より、石川県テニス協会主催の全国大会につながる石川県大会は、予選・本戦を行います。

（ただし、高体連、中体連の大会はここでは対象外。ＲＳＫ杯は対象外。） 

 

シングルスは本戦３２ドロー、ＤＡ２４名、Ｑ８名（ＪＯＣは本戦１６ドロー、ＤＡ１２名、Ｑ４名） 

   （ＤＡ２４名のうち場合により最大３名をワイルドカードとして出場させることがある） 

ダブルスは本戦２４ドロー、ＤＡ１８組、Ｑ６組。 

   （ＤＡ１８組のうち場合により最大２組をワイルドカードとして出場させることがある） 

(ＤＡ：Direct Acceptance 本戦からの選手、Ｑ：Qualifier 予選通過者） 

 

シングルス 

予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク） 

本戦：１Ｒ～ＱＦ、順位決定戦２Ｒ：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク） 

ＳＦ・Ｆ・順位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦） 

：２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク 

※１ ＭＵＦＧジュニアはＳＦ，Ｆのみ。 

※２ ＲＳＫ杯は予選がなくすべて１セットマッチ。 

※３ ＪＯＣは予選・本戦ともすべて１セットマッチ。 

  ダブルス（全日本ジュニア・中牟田杯） 

予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク） 

本戦：１Ｒ～ＱＦ、中牟田杯順位決定戦２Ｒ：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク） 

ＳＦ・Ｆ・全日本ジュニア３位決定戦・中牟田杯順位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦） 

：ノーアド２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク 

 

エントリー代は、シングルス・ダブルスともに本戦ＤＡ３０００円、予選２５００円（Ｑ選手は本戦

にて追加５００円）。 

参加者が本戦のドロー数以下の場合、予選は実施しません。 

JTA テニスルールブック 2020 公式トーナメント関連規則にしたがいます。 

締切日時点のシングルスの IOPJ ジュニアランキングに基づき、ポイントを記載してエントリーリス

トを発表します。前述のエントリーリスト等による異議申し立ては選考会議までにお願いします。 

選考会議にて、シングルスで同順位の場合は抽選、ダブルスは２人の順位の和が同じ場合は上位者が

いるペアを上位として、ＤＡ選手リスト・予選選手リスト、予選ドローを決定して選考会議翌日に発

表します。ＯＯＰは予選前日までに発表します。 

本戦ドローの抽選は予選終了後、大会本部にて行います。ＯＯＰは本戦前日までに発表します。 

 

２,選手登録について 

２０１９年度登録者名簿を各チーム責任者のメールアドレスに２月初めごろまでに送付します。 

JTA 登録番号を記載しておりますので、大会エントリー等に必要な場合はチーム責任者より各選手に

お知らせください。JTA 登録番号はホームページには掲載しません。 

２０２０年度の登録（名簿提出）は、２０２０年２月１日より受付いたします。３月には全日本ジュ

ニアや小学生選手権の申し込みが始まり、ＪＴＡの登録継続締切りも３月中ですので、お早めにお願

いいたします。ただし、登録料振込みは４月でも問題ありません。 

選手登録してすぐに大会に出場する場合は、締切日までに所属チーム責任者から登録手続きの選手名

簿の提出が完了していること。選手登録番号がホームページに掲示されていない場合は「申請中」と

エントリー時に記載してください。 
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３,申込方法・申込期間について 

例年よりも大会スケジュールが早い時期になっていますので、ホームページに掲載されている年間スケ

ジュール表を活用し、要項をよく読んでお申込み忘れのないようご注意ください。 

エントリー方法については、ホームページに近日発表します。 

 

４,棄権・欠場について 

エントリーを取り下げる場合（ウィズドロー届け）は、要項に記載されている問い合わせ先まですみや

かにご連絡ください。 

申し込み締め切り後のウィズドロー（欠場）は参加費を徴収します。 

なお申し込み締め切り後の正当な理由がないウィズドロー（欠場）は、ペナルティの対象となります。 

 

５,ＩＯＰＪポイントについて 

石川県ジュニアポイント表 ＩＯＰＪ ＰＯＩＮＴにしたがって、勝利した場合にポイントを与えます

（W.O による勝利も含む）。 

中牟田杯、ＲＳＫ杯、JOC 選抜室内、MUFG ジュニアの石川県大会は、次ページの表に記載された通り、

各年代の公平性を保つため、ポイント対象大会を限定してシードおよび本戦・予選を決定します。 

なお、JTA ルールにしたがって、 

U18 の大会は、U14 の選手も参加できますが U14 の選手が勝ち上がってもポイントは与えられません。 

U16 の大会は、U12 の選手も参加できますが U12 の選手が勝ち上がってもポイントは与えられません。 

U10 の選手は U13 の大会まで参加可能で、ポイントも与えられます。 

詳しくは JTA ルールブック「JTA ジュニアランキング対象大会管理細則」を参照。 

 

 

＊１ 本年度のジュニア登録をした選手が、シングルスにて勝利した場合にポイント表に準じて 

ポイントを与える 

＊２ 石川県で予選・本戦のある大会の場合は、予選決勝敗退者には以下のポイントを与える 

    本戦３２ドローの場合、予選決勝敗退者には Best64 のポイント 

    本戦１６ドローの場合、予選決勝敗退者には Best32 のポイント 
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＊３ 石川県大会で予選のない大会の場合は、勝利したラウンドのポイントを与える 

＊４ 本戦ＤＡ選手が本戦の初戦でＷ．Ｏした場合、ポイントは与えられない 

＊５ 予選勝ち上がり選手が本戦をＷ．Ｏした場合、１ランク下のポイントのみ与えられる 

    本戦３２ドローの場合は Best64 のポイント、本戦１６ドローの場合は Best32 のポイント 

＊６ 予選決勝が初戦でＷ．Ｏした場合、ポイントは与えられない 

 

 

 

 

中牟田杯、ＲＳＫ杯、ＪＯＣ室内選抜、ＭＵＦＧジュニア 石川県ポイント対象大会一覧 

 中牟田杯 

U15 

ＲＳＫ杯 

U13 

JOC選抜室内 

U18 

MUFG ｼﾞｭﾆｱ

U16 

小学生大会 

石川県大会 2020 年 2020 年 ― 2020 年 

北信越大会 2019 年 2019 年 ― 2020 年 

全国大会 2019 年 2019 年 ― 2020 年 

中学生大会 

石川県大会 2020 年 2020 年 ― 2020 年 

北信越大会 2020 年 2020 年 ― 2020 年 

全国大会 2019 年 2019 年 ― 2020 年 

高校総体 

石川県大会 ― ― 2020 年 2020 年 

北信越大会 ― ― 2020 年 2020 年 

全国大会 ― ― 2019 年 2020 年 

国体選手選考会 石川県予選 ― ― 2020 年 ― 

U16 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ  2020 年 ― ― 2020 年 

全日本ジュニア 

U12,U14,U16,U18 

石川県大会 2020 年 2020 年 2020 年※1 2020 年※2 

北信越大会 2019 年 2019 年 2020 年※1 2020 年※2 

全国大会 2019 年 2019 年 2019 年※1 2020 年※2 

中牟田杯 

石川県大会 2019 年 2019 年 ― 2020 年 

北信越大会 2019 年 2019 年 ― 2020 年 

全国大会 2019 年 2019 年 ― 2019 年 

ＲＳＫ杯 

石川県大会 ― 2019 年 ― ― 

北信越大会 ― 2019 年 ― ― 

全国大会 ― 2019 年 ― ― 

JOC ジュニアオ

リンピックカッ

プ（選抜室内） 

石川県大会 2019 年 ― 2019 年 2020 年 

北信越大会 2019 年 ― 2019 年 2019 年 

全国大会 2019 年 ― 2019 年 2019 年 

MUFG ジュニア 
石川県大会 2019 年 ― ― 2019 年 

全国大会 2020 年 ― ― 2020 年 

全国選抜ジュニ

ア U12U14 

石川県大会 ― 2019 年 ― ― 

北信越大会 ― 2020 年 ― ― 

全国大会 ― 2020 年 ― ― 

対象大会の開催年を記載しています。 

「 ― 」と書いた大会および記載のない大会は、ポイント対象外です。 

 ※1 U12、U14 のポイントは対象外。 

※2 U12 のポイントは対象外。 

 

 



2020年2月1日版

大会名 カテゴリ 会場 大会日程 (予備日) 申込期間 point 選手登録 備考

こまつドーム 3/26,27,28,(3/29)

ほか

U16ジュニアチャレンジャー U15 辰口 3/28 （3/29) 3/7～3/16 J5 必須

石川県小学生選手権大会予選 辰口 3/28 （3/29) 3/25～28全国選抜U12U14(富山県岩瀬）

石川県小学生選手権大会本戦 西部 4/18,19 北信越小学生6/20,21(長野県),9/26団体戦

石川県高等学校テニスダブルストーナメント大会 (U18) 城北 4/3 (4/4) 3/7～3/16 ― 必須

全日本Jr石川県大会U16,U14,U12予選 西部 4/4 (4/5)

全日本Jr石川県大会U16,U14,U12本戦シングルス 西部 4/29,5/2,3

全日本Jr石川県大会U16,U14,U12本戦ダブルス 西部 5/3,4,5

全日本Jr石川県大会U16,U14,U12本戦　（予備日） 辰口 (5/6)

石川県中学生テニス選手権（シングルス） (U15) 西部 4/11,12 ※1 ※１ J6 ※１ 北信越中学生5/22～26(長岡)

石川県中学生テニス選手権（ダブルス） (U15) 西部 4/25,26 ※1 ※１ ― ※１ 北信越中学生5/22～26(長岡)

U10石川県大会 U10 辰口 4/25,26 4/4～13 U10 必須

全日本Jr石川県大会U18本戦 U18 辰口 5/2,3,4(5/5) 4/1～4/8 J8 必須

play+stay 第1回 (U10) 西部 5/31 5/9～5/23 ― ―

中牟田杯U15石川県大会　予選 U15 辰口 6/13 (6/14)

辰口 6/14

末広 7/4,5 (7/6)

少年国体石川県予選 (U18) 辰口 6/27,28 6/8～6/18 J8 ※１

RSK杯石川県大会 U13 末広 6/27,28 (6/29) 6/6～6/15 J5 必須 9/4～6 RSK北信越大会（新潟県）

U18ジュニアチャレンジャー第1戦男子 城北 7/4,5

U18ジュニアチャレンジャー第1戦女子 西部 7/4,5

石川県高等学校1年生大会　男子 城北･西部 8/3,4,5

石川県高等学校1年生大会　女子 西部 8/3,4

U18ジュニアチャレンンジャー第2戦 U18 城北 8/7,8 7/11～7/20 J5 必須※1

JOCジュニアオリンピックカップ石川県大会予選 U18 西部 8/24

JOCジュニアオリンピックカップ石川県大会本戦 U18 西部 8/25

U14,U12ジュニアチャレンンジャーテニス大会 U14,U12 辰口 9/5 (9/6) 8/15～8/24 J4,J2 必須

全国選抜ジュニアU14U12石川県予選大会予選 U14,U12 辰口 10/3 (10/4) (9/21が祝日のため郵送はお早めに)

全国選抜ジュニアU14U12石川県予選大会本戦 U14,U12 辰口 10/17,18 2021年3月～4月　北信越大会

MUFGジュニアテニストーナメント石川県大会予選 U16 辰口 10/31 (11/1)

MUFGジュニアテニストーナメント石川県大会本戦 U16 辰口 11/7,8

play+stay 第2回 (U11) 辰口 11/14 10/24～11/7 ― ―

　　※1　詳細は要項参照　　　　　　＊このスケジュール公開時には要項印刷前のため、一部未確定内容を含みます。

　　　　　　　　　　　２０２０年度　石川県テニス協会主催　ジュニア大会一覧　　　　　

全日本Jr石川県大会U18予選 U18 ※１ ― ※１

U16,

U14,

U12

3/14～3/23

J7,

J5,

J3

必須

7/11～16北信越ジュニアテニス選手権

　U12U14(石川県辰口）

　U16U18(福井県）

(詳細は2020年2月にホームページに掲載)

(U13) 3/7～3/16 J2 必須

5/23～6/1 J6 必須 9/11～9/14 中牟田杯北信越大会（富山県）
中牟田杯U15石川県大会　本戦 U15

U18 6/13～6/22 J5
必須

※1

(U17) 7/11～7/20 J4
必須

※1

10/10～10/19 J7 必須 2021年春 全国大会

8/1～8/10 J8 必須 10/23～25 JOC北信越大会（長野県）

9/12～9/21 J5,J3 必須


