第４5 回九州ジュニアテニス選手権大会 佐賀県予選
（兼全日本ジュニアテニス選手権九州地域予選佐賀県予選）
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佐賀県テニス協会
佐賀県テニス協会ジュニア委員会
(公財)日本テニス協会
九州テニス協会
予選 平成３０年 ４月３日（火）４日（水） ※予選は参加者が多い場合に行います。
本戦 平成３０年 ４月７日（土）８日（日）
予選・本戦 佐賀県総合運動場庭球場、森林公園テニスコート（砂入り人工芝）
14 才以下男・女 シングルス・ダブルス（2004 年 １月１日以降出生者）
12 才以下男・女 シングルス・ダブルス（2006 年 １月１日以降出生者）
日本国籍を有し、佐賀県テニス協会加盟団体所属者（但し、外国人で本大会開催初日を起点
として、過去引き続き 24 ケ月以上日本に在住している者はこの限りではない）
＜シングルス＞予選・本戦 1R～QF 及び順位決は 1 ｾｯﾄﾏｯﾁ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
9～12 位決定は 4 ｹﾞｰﾑ先取。本戦 SF～3 セットマッチ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
＜ダブルス＞ 予選・本戦 1R～QF は１ｾｯﾄﾏｯﾁ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
本戦 SF～8 ゲームプロセット（8 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
1 ｹﾞｰﾑ終了後、ﾁｪﾝｼﾞｺｰﾄの際の休憩はありません。
ダンロップフォート
シングルス １人 ２,６００円（参加料 2,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度 100 円）
ダブルス １組 ２,６００円（参加料 2,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度 100 円）

申込締切：平成３０年 ３月９日（金）

申込方法：◆郵送の場合◆
所定の申込用紙に必要事項を記入し、返信用封筒（12cm×23.5cm に 140 円切手を貼付・宛名記入）
を同封、下記宛に郵送して下さい。返信用封筒がない場合は、仮ドローは送付いたしません。
◆E-Mail の場合◆
所定の申込み用紙（県協会より入手して下さい）に必要事項を入力の上、下記のアドレスへ送信（件名
に大会名を入力）してください。送受信によるトラブル防止の為、申込受信確認後、返信いたしますの
で、申込の翌日までに、協会より返信がない場合は、ご連絡ください。仮ドローは E-Mail にて（申込書
送信時のｱﾄﾞﾚｽへ）送信いたします。
申 込 先： 〒849-0923 佐賀市日の出二丁目１番１１号佐賀県スポーツ会館内
佐賀県テニス協会「九州 Jr 県予選」係
E-Mail: mail@saga-tennis.com FAX: 0952-20-0866
13．そ の 他 (1) 天候その他の理由により大会要項の内容を変更することがあります。
(2) シングルス・ダブルス両種目に出場する場合、年令の異なる種別には申込み
できません。また多県にまたがって申し込みはできません。
（両種目とも同一県の予選に
参加すること。
）
(3)九州大会は、予選参加種目と同一種目に参加すること。
(4) 締切り後の棄権については参加料の返却は致しません。
(5) 各自、傷害保険に加入のこと。
(6)各クラス上位 8 名の選手は平成３０年前期強化指定選手としてジュニアリーグに参加し
て頂きます。
（辞退者は練習会、対抗戦、講習会には参加出来ません。
）
(7) 大会記録及び大会期間中に主催者が撮影した動画及び静止画について、その権利は全て
主催者に帰属することとします。また協会が認めた機関（協賛会社・新聞社・放送局等）
が使用することがあります。
(8) 本大会申込書に記載いただきます個人情報につきましては、年齢基準の確認及び大会に
関わる諸連絡に使用いたしますとともに、氏名、年齢所属につきましては大会プログラ
ムに掲載致します。氏名、所属につきましてはランキング掲載に公開致します。更に大
会の記録として本協会の情報紙へ掲載させていただくこともあります。尚、その他の個
人情報につきましては、本人の同意を得ることなく第三者に提供致しません。

第４5 回九州ジュニアテニス選手権大会佐賀県予選
（兼全日本ジュニアテニス選手権 九州地域予選 佐賀県予選）

開 催 要 項（１８才以下・１６才以下）
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12．申込要領

佐賀県テニス協会
佐賀県テニス協会ジュニア委員会
(公財)日本テニス協会
九州テニス協会、佐賀県高等学校体育連盟
予選 平成３０年４月 1 日（日）2 日（月）＊１６才以下は、参加者が多い場合のみ予選を開催します。
本戦 平成３０年４月 3 日（火）4 日（水）
予備日５日（木）
予選・本戦：佐賀県総合運動場庭球場、森林公園テニスコート（砂入り人工芝）
１８才以下男・女 シングルス・ダブルス（2000 年 １月１日以降出生者）
１６才以下男・女 シングルス・ダブルス（2002 年 １月１日以降出生者）
日本国籍を有し、佐賀県テニス協会加盟団体所属者（但し、外国人で本大会開催初日を起点として、
過去引き続き 24 ケ月以上日本に在住している者はこの限りではない）
＜シングルス＞ 予選・本戦 1R～QF 及び順位決は 1 ｾｯﾄﾏｯﾁ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
本戦 SF～3 ｾｯﾄﾏｯﾁ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
＜ダブルス＞ 予選・本戦 1R～QF は１ｾｯﾄﾏｯﾁ（6 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
本戦 SF～8 ゲームプロセット（8 ｹﾞｰﾑｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
1 ｹﾞｰﾑ終了後、ﾁｪﾝｼﾞｺｰﾄの際の休憩はありません。
ダンロップフォート
シングルス １人 ２,６００円（参加料 2,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度 100 円）
ダブルス（１組） ２，６００円（参加料 2,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度 100 円）
＊但し、１８才・１６才以下予選出場者はシングルス １人 １，５００円
ダブルス １組 １，５００円（本戦出場者は追加分をお支払い下さい）

申込締切：平成３０年 ３月９日（金）

申込方法：◆郵送の場合◆
所定の申込用紙に必要事項を記入し、返信用封筒（12cm×23.5cm に 140 円切手を貼付・宛名記入）
を同封、下記宛に郵送して下さい。返信用封筒がない場合は、仮ドローは送付いたしません。
◆E-Mail の場合◆
所定の申込み用紙（県協会より入手して下さい）に必要事項を入力の上、下記のアドレスへ送信（件名
に大会名を入力）してください。送受信によるトラブル防止の為、申込受信確認後、返信いたしますの
で、申込の翌日までに、協会より返信がない場合は、ご連絡ください。仮ドローは E-Mail にて（申込書
送信時のｱﾄﾞﾚｽへ）送信いたします。
申 込 先： 〒849-0923 佐賀市日の出二丁目１番１１号佐賀県スポーツ会館内
佐賀県テニス協会「九州 Jr 県予選」係
E-Mail: mail@saga-tennis.com FAX: 0952-20-0866
13．そ の 他 (1) 天候その他の理由により大会要項の内容を変更することがあります。
(2) シングルス・ダブルス両種目に出場する場合、年令の異なる種別には申込みできません。
また多県にまたがって申し込みはできません。
（両種目とも同一県の予選に参加すること。
）
(3)九州大会は、予選参加種目と同一種目に参加すること。
(4) 締切り後の棄権については参加料の返却は致しません。
(5) 各自、傷害保険に加入のこと。
(6) 大会記録及び大会期間中に主催者が撮影した動画及び静止画について、その権利は全て主催者
に帰属することとします。また協会が認めた機関（協賛会社・新聞社・放送局等）が使用する
ことがあります。
(7) 本大会申込書に記載いただきます個人情報につきましては、年齢基準の確認及び大会に関わる
諸連絡に使用いたしますとともに、氏名、年齢所属につきましては大会プログラムに掲載致し
ます。氏名、所属につきましてはランキング掲載に公開致します。更に大会の記録として本協
会の情報紙へ掲載させていただくこともあります。尚、その他の個人情報につきましては、本
人の同意を得ることなく第三者に提供致しません。

