
　１． 主催 中国テニス協会

　２． 主管 山口県テニス協会、中国ジュニア委員会

　３． 後援 株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

　４． 会場 宇部市中央公園テニスコート　　　砂入り人工芝　２０面　（インドア４面含む）使用

　山口県宇部市神原一丁目７－４５　　℡ 0836-32-7759

　５． 日程 予選　令和３年１２月２５日（土）　９：００～

本戦　令和３年１２月２６日（日） ・２７日（月）　９：００～

　６． 種目 Ｕ１７ 男子・女子シングルス

　７． ドロー数 男子・女子　本選　各３２名、　予選　各１２８名（本戦枠各８名）

　８． ドロー配分 本戦枠のドロー配分として

　U１７　中国ジュニア ポイント ランキング 上位者　２０名

　U１５　中国ジュニア ポイント ランキング 上位者　　４名

予選枠のドロー配分として

　U１７　７０名（各県枠１４名）　

　U１５　４６名（各県枠９名 ＋ 中国ジュニア ポイント ランキング 上位者１名）

　U１３枠　８名（県枠なし ； 中国ジュニア ポイント ランキング 上位者８名）

　U１１枠　４名（県枠なし ； 中国ジュニア ポイント ランキング 上位者４名）

＊ 1) Ｕ１３枠とＵ１１枠は、中国ジュニア ポイント ランキング 上位者から順に選考する。

＊ 2) 各県枠については、各県推薦順位を優先する。

＊ 3) 各県枠以外の選考は、ランキング順位を優先し、ポイントのない選手については、

　　　　県推薦順位を参考にする。

＊ 4) 各県枠、Ｕ１３枠・Ｕ１１枠に不足が生じた時の補充と、補欠の選考は、上記3)によって行い、

　　　　ランキング選手で満たせない時は、残りの各県に均等に分配する。

＊ 5) シードは選考会議で決定する。

　９． 参加資格 中国各県テニス協会登録選手

１７歳以下、１５歳以下の選手　及び　Ｕ１３枠、Ｕ１１枠の選手

U１７　 ：２００４年１月１日以降出生

U１５ ：２００６年１月１日以降出生

U１３ ：２００８年１月１日以降出生

U１１ ：２０１０年１月１日以降出生

注意 Ｕ１３・Ｕ１１の選手はそれぞれの年齢枠以外エントリー出来ません。

但し、Ｕ１５、１７で申込みのあった全ての選手をドローに入れた時点で、

尚、予選ドローに空きがある場合は、Ｕ１１、１３一括してランキング順に選考し、

Ｕ１１・Ｕ１３枠の１２名を越えても、予選枠数（１２８）まで入れます。

１０． ポイント 中国ジュニアランキングポイントは、Ｕ１７、１５の選手で、予選決勝以上に勝ち上がった選手に付与する。

２０２１　中国ジュニア クリスマス トーナメント
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１１． 試合方法 本戦：　 コンパスドロー方式   １～３Ｒ　８ゲームプロセット

SＦ、Ｆは３タイブレークセットマッチ（トーナメント方式）

予選：　 ６ゲームマッチ（トーナメント方式）

１２． 使用球 ダンロップ　フォート

１３． 参加料 本戦　５，０００円（振込み）

予選　２，０００円（振込み）　　※予選勝者は差額３，０００円を当日大会本部で支払。

【払込先】

　ゆうちょ銀行または郵便局に備え付けの払込取扱票に必要事項を記入してください。


　　●口座記号および番号　・・・　 ０１３８０－４－５３５６７　

　　●加入者名　・・・・・・・・・・・・・　 中国テニス協会　

　　●通信欄　・・・・・・・・・・・・・・・　 大会名(中国ジュニアクリスマストーナメント)・

出場種目・ドロー№・選手名・所属  

※ドロー公開後は、いかなる理由があっても参加料の支払い義務が発生します。

１４． 申込み ※Ｕ１７・Ｕ１５とＵ１３・Ｕ１１で申込用紙が異なります。ご注意下さい※

『Ｕ１７・Ｕ１５ 各選手』

所定の用紙（Ｂ－１）を各県が指定する場所・日時までに申し込みをしてください。

『Ｕ１３枠・Ｕ１１枠 各選手』

U１３、Ｕ１１の選手で、予選への参加を希望する選手は、

所定の用紙（Ｂ－２）を各県が指定する場所・日時までに申し込みをしてください。

『各県テニス協会』

１１月２５日（木）　必着で所定の用紙（Ａ－１）、（Ａ－２）を下記へメールで申し込みをしてください。

中国テニス協会  office@chugoku-ta.jp

１５． 宿泊 各自で手配してください

１６． その他 個人情報の取扱について

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係わる

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、本大会プログラムに掲載する

ことがあります。また、氏名、生年月日、所属につきましては日本テニス協会と各地域テニス協会

及び都道府県テニス協会間の大会資料として使用させていただきます。氏名、所属については

ランキングに掲載し公開いたします。更に、大会の記録として本協会の情報誌や記念誌等へ掲載

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

第三者に提供いたしません。

ドロー公開後，１２月１７日（金）までに次の方法により参加料を振込み、

「振替払込請求書兼受領証」を大会当日持参してください。

本大会は、より多くの１５歳・１７歳以下の選手に参加して頂くべく、スプリング大会と同様に、
予選（１２８ドロー）・本戦（３２ドロー）のある大会として、開催致します。
１５歳・１７歳以下の選手の皆様からの沢山のお申込みをお待ちしています！！
＊Ｕ１５、１７で申込みのあった全ての選手をドローに入れた時点で、尚、予選ドローに

空きがある場合は、Ｕ１３、１１一括してランキング順に選考し、Ｕ１３・Ｕ１１枠の１２名を
越えても、予選枠数（１２８）まで入れます。Ｕ１３、１１でも、参加を希望する選手は、
多めに申込みをしてください。

（ 但し、Ｕ１３、１１の選手は、Ｕ１７のこの大会で勝ち上がっても、ポイントは与えられません。）



（Ｂ－１） 各選手→県協会

※必ずどちらかに〇印をすること

・男 中国大会  ・希望する

・女 補欠希望  ・辞退する

男子 Ｍ

女子 Ｆ

（西暦） 年 日

Family Name（姓）

＊ ローマ字表記記入の原則
First Name（名） 　①＝既にIPIN登録している選手は、その綴り

　②＝パスポートを持っている選手はその綴り

　③＝①、②以外の選手はヘボン式の綴り

中国テニス協会
会長　安東 善博　殿

上記の者が標記大会に出場することを認めます。

令和３年　　月　　日

所属団体代表者 印

　上記の者が、標記大会に参加するにあたり、私において一切の責任を負うことをここに誓約し

参加申し込みをします。

令和３年　　月　　日

保護者氏名 印

メール

本人住所

所属団体名

団体所在地

（転入選手）

戦　績
＊他地域からの転入選手については、過去１年間の全国大会出場以上の戦績について、必ず記入すること。

〒

〒 TEL

TEL

ロ ー マ 字 表 記

フリガナ

２０２１　中国ジュニア クリスマス トーナメント

１７歳以下 選手年齢

氏　　　　　名

参加申込書

男女別 種　　別
 ・１７歳以下

 ・１５歳以下

JTA選手登録番号

月

ITFのルール改正に伴い、現在作成されている国内ランキングを公表し、ITFに報告することに

なりました。そのため、選手の氏名のローマ字表記が必要となります。必ず記入してください。

生　年　月　日

補欠を希望し、補欠リストに
名前が載った選手は、必ず当
日会場に集合し、出席を届け
ること。



（Ｂ－２） 各選手→県協会

※必ずどちらかに〇印をすること

・男 中国大会  ・希望する

・女 補欠希望  ・辞退する

男子 Ｍ

女子 Ｆ

（西暦） 年 日

Family Name（姓）

＊ ローマ字表記記入の原則
First Name（名） 　①＝既にIPIN登録している選手は、その綴り

　②＝パスポートを持っている選手はその綴り

　③＝①、②以外の選手はヘボン式の綴り

中国テニス協会
会長　安東 善博　殿

上記の者が標記大会に出場することを認めます。

令和３年　　月　　日

所属団体代表者 印

　上記の者が、標記大会に参加するにあたり、私において一切の責任を負うことをここに誓約し、

参加申し込みをします。

令和３年　　月　　日

保護者氏名 印

 ・１１歳以下

補欠を希望し、補欠リストに
名前が載った選手は、必ず当
日会場に集合し、出席を届け
ること。

月

男女別 種　　別 １７歳以下 選手年齢
 ・１３歳以下

メール

JTA選手登録番号

本人住所

〒 TEL

氏　　　　　名 生　年　月　日

フリガナ

戦　績
＊他地域からの転入選手については、過去１年間の全国大会出場以上の戦績について、必ず記入すること。

（転入選手）

２０２１　中国ジュニア クリスマス トーナメント
参加申込書

　（Ｕ１３、１１の選手は、Ｕ１７のこの大会で勝ち上がっても、ポイントは与えられません。）　

所属団体名

　（Ｕ１３・Ｕ１１枠 の 選考 は、中国ランキング に よって 行います）　

ロ ー マ 字 表 記
ITFのルール改正に伴い、現在作成されている国内ランキングを公表し、ITFに報告することに

なりました。そのため、選手の氏名のローマ字表記が必要となります。必ず記入してください。

団体所在地

〒 TEL
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