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２０２２年度ジュニア大会について 

 

石川県テニス協会主催のジュニア大会は、基本的に JTA テニスルールブック 2022 公式トーナメント関連

規則にしたがって開催されます。 

大会に関して石川県テニス協会強化ジュニア委員会のホームページを活用して情報掲載します。 

コートサイドに掲載している要項は概要ですので、詳しくはホームページをご覧ください。 

 

ホームページアドレス： https://jr.ishikawa-tennis.net/ （QRコード→） 

  

大会要項確定版、エントリーフォーム、エントリーリスト、ドロー、オーダーオブプレイ

（OOP）、注意事項、緊急連絡、選手登録情報、その他各種ジュニア関連のお知らせや提出

書類のフォーマットが掲載されます。 

問い合わせ、棄権・欠場（ウィズドロー）などの連絡は、すべてメールでお願いします。 

 

   メールアドレス：  ishikawa2017jr@yahoo.co.jp     （QRコード→） 

 

 目次  （詳細は各章を参照のこと） 
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７． 選手選考順位について 

 

 

１ ジュニアプレーヤーズ登録について 

 

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･U16･U14･U12）は、

ジュニアプレーヤーズ登録が必要となります。 

登録は原則 1 月 1 日～12 月 31 日を１年とし、毎年、所属団体を通して登録手続きをしてください。 

 

１． 登録により得られる資格等 

 

（１）石川県で開催される、1 月 1 日～12 月 31 日の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。エントリー期間が 2 月末日以前の大会は、前年の登録でも出場できます。 

（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「IOPJ 登録番号」が提供され、IOPJ ポイントランキングに反映さ

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、

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．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(JPIN)に登録するため、ホームページに掲載されている「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、毎年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。 
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（２）登録用紙の提出 

①所属団体の代表者は、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 登録番号はホームページ

に掲載されています。 

    提出先・問い合わせ先メールアドレス  ishikawa2017jr@yahoo.co.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。ただし２０２２年度は

準備の都合により３月１０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１月１日～１２月３１日を１年とし、毎年登録手続きをしてください。エントリー期間が 2

月末日以前の大会は、前年の登録でも出場できます。 

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。 

⑤所属団体（チーム名）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。 

登録されている所属団体の一覧は、ホームページをご覧ください。 

⑥個人登録は原則できません。 

⑦４月に中学校・高校へ進学する等の理由により所属団体が確定しない場合は、「石川ＴＡ」に仮登録を

することができます。くわしくはホームページをご覧ください。 

 

（３）同意書の提出とコートサイドの配布 

団体責任者は（１）の同意書と、（２）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

テニス協会主催の大会本部に提出してください。コートサイドはそのときに直接渡します。 

 

（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円 ×登録選手人数分 （振込み手数料はご負担願います） 

   郵便振替口座：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。 

②移籍および休会後の再登録の選手は、旧チーム名、IOPJ 登録番号・JTA 登録番号を記載してください。 

③県外からの移籍選手は、旧登録県、旧クラブチーム名、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 

④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  ishikawa2017jr@yahoo.co.jp   

 



２．年間ジュニア大会スケジュール 3

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

2021年度ヨネックスオープンジュニアU14U12 U14,U12 こまつドーム 3/12,13 2/19～2/28 ※1 open

82a U18ジュニア選抜大会 U18 西部 3/25,26(27) 3/5～3/14 G10 必須

82b U16ジュニアチャレンジャー U16 西部 3/26,27 3/5～3/14 G22 必須

こまつドーム

城北・末広
3/26,27,28

西部 4/16,17

和倉 5/3,4,5,7,8

西部 4/2,3

和倉 5/3,4,5,7,8

85b 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･西部 4/4 (4/5) 3/12～3/21 ー 必須

石川県中学生テニス選手権（シングルス） (U15) 西部 4/9,10 ※1 ※１ G7 ※１

石川県中学生テニス選手権（ダブルス） (U15) 西部 4/23,24 ※1 ※１ ー ※１

4/29,30

5/1,3,4,5,7

86b U10石川県大会 U10 城北 5/7       (5/8西部) 4/16～4/25 ー ー

87 play+stay 第1回 (U10) 末広 5/21(22) 4/30～5/9 ー ー

西部 5/28,29, 6/11,12

末広 6/25 (7/3)

88b RSK杯石川県大会　 U13 末広 6,25,26,7/2(3) 6/4～6/13 G9 必須

89 少年国体石川県選考会 (U18) 末広 7/2,3 6/6～6/16 G4 必須

U18ジュニアチャレンジャー第1戦　男子 城北･西部 7/9城北,7/10西部

U18ジュニアチャレンジャー第1戦　女子 西部 7/10

石川県高等学校1年生大会Ａ 城北 8/1,2,3 G22

石川県高等学校1年生大会Ｂ 西部 8/1,2 ー

U18ジュニアチャレンジャー第2戦 城北 8/4,5

U18ジュニアチャレンジャー第2戦 西部 8/4,5

92 play+stayおよび中・高生初心者体験会 U17 和倉 8/7 7/16～7/25 ー ー

93 県ジュニアチーム団体戦 U18 城北 8/10,12 7/16～7/25 ー 必須

94a U15ジュニアチャレンンジャー U15 辰口 8/27,28 8/6～8/15 G21 必須

94b U13ジュニアチャレンンジャー U13 西部 9/3,4 8/13～8/22 G23 必須

城北 9/23,24

辰口 9/25

97 U18ジュニアチャレンジャー第3戦 U18 和倉 10/22,23 10/1～10/10 G23 必須

98 MUFGジュニアテニス石川県大会 U16 ※2 和倉 10/29,30, 11/5 (6) 10/8～10/17 G6 必須

87 play+stay 第2回 (U10) 城北 11/5 10/15～10/24 ー ー

※1　詳細は要項参照　

※2　全国選抜ジュニアU14U12、および、MUFGジュニアは、全国大会が2023年度大会のため新起算となります。

最新情報・要項の詳細は、石川県テニス協会強化ジュニア委員会ホームページを参照のこと。

2022年度大会カテゴリ表 2023年度大会(※２新起算)カテゴリ表

U18：2004年1月1日以降に生まれた者 U18：2005年1月1日以降に生まれた者

U16：2006年1月1日以降に生まれた者 U16：2007年1月1日以降に生まれた者

U14：2008年1月1日以降に生まれた者 U14：2009年1月1日以降に生まれた者

U12：2010年1月1日以降に生まれた者 U12：2011年1月1日以降に生まれた者

U10：2012年1月1日以降に生まれた者 U10：2013年1月1日以降に生まれた者

2022年度　石川県テニス協会主催　ジュニア大会一覧　

83 石川県小学生選手権大会 (U13) 西部 3/26,27, 4/2,3(10)

85a 全日本Jr石川県大会U16（シングルス・ダブルス） U16 3/5～3/14 G6

84 全日本Jr石川県大会U18（シングルス・ダブルス） U18 3/5～3/14 G4

G8

G10

必須

3/5～3/14 G10 必須

必須

91 (U17) 7/9～7/18 必須

必須

88a 中牟田杯U15石川県大会（シングルス・ダブルス） U15 5/7～5/16 G7 必須

86a
全日本Jr石川県大会U14･U12（シングルス・ダブル

ス）
U14U12 和倉 4/9～4/18

90a U18 6/18～6/27 G23 必須

90b U18 7/9～7/18 G23 必須

必須

96 全国選抜ジュニアU14U12石川県予選大会
U14U12

※２
和倉 10/15,16,22 (23) 9/24～10/3

G8

G10
必須

95 JOCジュニアオリンピックカップ石川県大会 U18 9/3～9/12 G4



4 

 

３ ジュニア大会エントリーから発表等の流れ 

 

  基本的な大会開催時のスケジュールです。都合により変更する場合はホームページにお知らせします。 

   

 

  ・エントリー開始の２週間前      大会要項の発表      

 

 

 

  ・予選の３週間前           エントリー開始    新規登録手続きにより IOPJ 登録 

  （種目の多い大会は１週間                  番号入手してネットエントリー 

   開始が早くなります）                   （継続登録者は最終締切５月末） 

 

  ・エントリー開始の          エントリー期限      

   ９日後２０時まで 

 

 

  ・エントリー期限～４日後まで    エントリーリスト発表  これ以降のウィズドローは 

  （種目の多い大会は多少                   サスペンション対象です 

   時間をいただきます） 

                           

                  【予選・本戦のある大会】【予選のない大会・本戦のみ】 

   選手選考会議、ドロー会議 

   は、どなたでも参加可能です 

 

  ・直近月曜日２０時から        選手選考会議        ドロー会議 

  （火曜になる場合もあり）                   

   日程は要項に記載                      

 

  ・選手選考会議終了後随時  

（種目の多い大会は多少 

 時間をいただきます） 

 

  ・予選前日夕方・大会前日夕方    予選ドロー・OOP 発表    ドロー・OOP 発表 

  （２０時ごろまで）                        

                                   

 

  ・予選終了後随時          予選→本戦ドロー発表      大会実施 

   予選通過選手等にドロー作成の               

   お手伝いをお願いしています。               

ラッキールーザー抽選も実施。 

  ・本戦の該当試合前日夕方      本戦 OOP 発表→本戦 

  （２０時ごろまで） 

 

 

                    大会終了・結果発表    大会終了・結果発表 

 

 

 

                    ポイント算入・発表    ポイント算入・発表 

 

DA/Q/WC入りエントリー

リストと注意事項発表 
注意事項発表 
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４ 各大会について 

 

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、中体連の大会と、一部の大会は対象外とし、天候そのほかの理由により変更する場合

があります。各大会の要項およびホームページにて確認のこと。 

 

【ドローサイズ】 

シングルスは本戦 32 名（ＤＡ21～24 名、ＷＣ0～3 名、Ｑ8 名）、予選フリー 

（ただし、全日本ジュニア U18 の予選・予予選については別途定める） 

ダブルス 

全日本ジュニア：本戦 16 組（ＤＡ11～12 組、ＷＣ0～1 組、Ｑ4 組）、予選フリー 

中牟田杯   ：本戦 24 組（ＤＡ16～18 組、ＷＣ0～1 組、Ｑ6 組）、予選フリー 

    《注釈》ＤＡ：Direct Acceptance ランキングによって本戦に直接出場する選手・組 

ＷＣ：Wild Card 主催者推薦選手・組 

Ｑ：Qualifier 予選通過選手・組、予選の人数制限は設定しない 

例えば、シングルスにＷＣの選手が３名入る場合は、ＤＡ21 名、ＷＣ3 名、Ｑ8 名の計 32 名となり、 

ＷＣ(主催者推薦)がいない場合は、ＤＡが 24 名になります。 

 

【各大会の試合方法】 

  原則以下の①～④を組み合わせて行います。 

①１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）：予選・本戦シングルス・ダブルス 

②２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：本戦上位戦シングルス 

③３タイブレークセット：本戦上位戦シングルス 

④２タイブレークセット(ノーアド)ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク：本戦上位戦ダブルス 

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。 

 

【エントリー代】 

全国大会の予選は、JTA ワンコイン制度と JTA ジュニアランキング対象大会です。 

エントリー代は、参加料、ワンコイン制度金 100 円、JPIN 運用経費が含まれます。 

JPIN とは、JTA が主管するポイントランキング制度の運用と、それにともなうドローソフトウェア 

「トーナメントプランナー」の運用経費となっています。 

シングルス（１名）・ダブルス（１組）のエントリーにつき、本戦 3000 円、予選 2500 円、予選勝ち

上がり選手・ペアは本戦にて追加 500 円です。なお、全国大会の予選ではない大会はトーナメントプラ

ンナー使用料含めて 2400 円または 2500 円です。 

 

【選手選考方法】 

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。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・予選選手を決定してそれらを記載したエントリーリス

トを選考会議後に発表します。 

シードおよびドローは、そのエントリーリストにもとづいて JTA 指定のトーナメントプランナーとい

うソフトウェアによって抽選されます。 

 

【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。 

 

【上位大会について】 

大会の上位（補欠を含む枠内）の選手は、上位大会（北信越大会、全国大会）に申し込むものとしてエ

ントリーしてください。枠については別途要項に記載するものとします。 

正当な理由なく申し込みをしなかった選手は、今後県の推薦が得られなくなる可能性があります。 
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５ ＩＯＰＪポイントについて 

 

対象大会、公認大会のシングルスに出場した登録選手に、石川県ジュニアポイント表 IOPJ POINT にし

たがってポイントを与えます。 

ポイントは過去２年間の累積ポイントとし、シードや本戦ＤＡ選手選考の参考となります。 

2021 年度は 2020 年度の大会の中止が多かったため５年間の累積ポイントとしていました。 

2022 年度を 1 年間ではなく２年間の累積ポイトとしたのは、総合ランキングを採用するにあたり、各カ

テゴリの１年目と２年目で差がつくことがないように、不公平にならないよう考慮しました。 

ただし、U16 と U18 で大会数に差があるため、JOC 石川県大会のみ過去２年間の加算ではなく平均ポイン

ト（累積ポイントを出場した大会数で割ったポイント）を採用します。 

ランキング表の詳細表示は過去１年分とし、異議申し立ては翌年同大会の選手選考会議までとします。 

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、シングルス本戦にて到達したラウンドのポイントを表に準じて与える 

県予選を勝ち上がり北信越大会または全国大会に出場した選手は、到達したラウンドのポイントを表に準じて

与える 

＊2. ポイント表のドロー数を超えた参加者がある場合は、ポイントが与えられるラウンドまで勝ち進まなければ、いく

ら出場してもポイントは 0 である 

＊3. 石川県で予選のある大会の場合、予選決勝敗者と同準決勝敗者に繰り下がりポイントが与えられる 

例）本戦 32 ドローの場合、予選決勝敗者には Best64 のポイント、予選 Best4 には Best128 のポイント 

＊2 の規定により J1 は予選決勝敗者でも 0 ､ J3 は予選 Best４でも 0 

＊4. 石川県大会で予選のない大会の場合は、すべて本戦としてポイントを与える 

＊5. 本戦・予選問わず自身の初戦を WO した場合、ポイントは与えられない 

＊6. 予選勝ち上がり選手が本戦の自身の初戦を WO した場合、予選決勝敗者と同じポイントとする 
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＊7. BYE または相手のWOが 1つまたは連続して 2つ以上あった選手自身が初戦で負けた場合は、負けたラウン

ドから 1 つ戻ったラウンドのポイントとし、予選についても同様とする 

例) 本戦 1 回戦 BYEで 2 回戦敗退の場合、1 回戦敗者(Best32)のポイントになる 

予選の１つの枠が４ドローで１回戦が BYE、予選決勝で敗者となった場合は Best128 のポイントとなる 

＊8. 初戦をプレーした後、ウィズドロー、リタイアした選手は到達したラウンドの敗者としてポイントが与えられる 

＊9. 初戦を勝った後、相手がウィズドロー、ノーショウ、デフォルトで勝ち上がり負けた場合は、到達したラウンドの敗

者のポイントが与えられる 

＊10. ラッキールーザーは本戦 DA として処理される 

＊11. 平均ポイントの計算では、実際に出場した大会数で割って計算する。 

＊12. 各大会の要項に、ポイントについて個別に記載された内容があればそれにしたがう。 

 

 

６ 選手選考順位について 

 

１． IOPJ ランキング保持者の中でランキングポイント取得対象選手 

２． IOPJ ランキング保持者の中でランキングポイント取得非対称選手 

３． IOPJ ランキング非保持者の中でランキングポイント取得対象選手 

４． IOPJ ランキング非保持者の中でランキングポイント取得非対象選手 

５． ワイルドカード選手は上記にもとづきシード資料とする 

 

 

７ サスペンションポイントについて 

 

 2021 年度より大会の円滑で公平な運営を行うために、サスペンションポイント制度を導入しています。 

 サスペンションポイントとは、JTA ルールブックにも定められています。 

⚫ 以下の違反をした場合、事柄に応じたサスペンションポイントが課されます。 

⚫ ポイントの有効期間は、該当大会の選手選考会議までとして累積加算されます。 

⚫ 累積 5 ポイントでその時点でされているすべてのエントリーが取り消され、以降 1 年間の出場停止と

します。 

サスペンションポイント表 

 

ポイント 違反事項 

１ 

服装及び用具違反後、レフェリーの指示に従わない 

試合中のコード違反 

コート外（会場内）のコード違反 

「正当な理由」のないエントリー締め切り後、選手選考会議前のレイトウィズドロー 

2 
公式行事の無断欠席 

「正当な理由」のない選手選考会議後のレイトウィズドロー 

2～3 
試合中のコード違反で、レフェリーが特に悪質と判断したもの 

コート外（会場内）のコード違反で、レフェリーが特に悪質と判断したもの 

3 

ノーショウ（無断欠場） 

エントリー違反 

「正当な理由」のないドロー発表後のレイトウィズドロー 

4 試合における失格 

5 
レフェリーにより特に悪質だと判断された失格 

レイトウィズドローの際の「正当な理由」に虚偽があった場合 

 

「正当な理由」とは、忌引き・傷病等やレフェリー・主催者がやむを得ないと判断した理由。 

「正当な理由」に学校行事等の私事は含まれません。 

試合中・コート外・服装・用具等のコード違反は、ルールブックをよくお読みください。 


