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1 　開会式は行いません。中国ジュニア大会ガイドラインを参加前に熟読して厳守願います。

2 　選手、コーチ、保護者は健康情報管理システムHeaLo に登録し、2/26から健康状況を送信すること。

　登録はHeaLoについてのページにあるURLかQRコードから行ってください。

　（選手１名につき、保護者は１名とする。各クラブのコーチは１名）

　受付時にQR コードスキャナーで確認し入場管理を実施します。

3 　補欠選手も上記を登録し、各種目の１回戦開始予定時刻の15分前までに必ず受付を済ませて下さい。

4 　遅刻に対するペナルテイーはＪＴＡルールを適用します。

重要事項　※張り出されるＯＰに従って進行の協力をお願い致します。

スケジュール

3月12日（土）

予定　

1人3試合

3月13日（日）

予定　

1人2試合

■受付について

上記の締切時間内に受付をしなかった選手はNSとして、替わりに補欠の選手が入ります。

■練習コートについて

①9:00-9：15　②9：15-9：30の２ラウンドとなります。譲り合って使用しましょう。

■競技方法 （１）

（２）

■服装・ルール 　　JTAルールを適用

＊ 試合前の練習はサービス4本となります。３タイブレークセットマッチは3分間とします。

＊ OPを必ず確認するようにして、試合進行のご協力をお願い致します。

＊ 試合終了後、勝者は速やかにボールとOP用紙を取って本部に報告してください。

＊ 雨天などにより試合の有無が不明な場合でも、定刻には会場に集合してください。

＊ 会場内、ボールを使ったウォーミングアップは禁止です。

＊ 大会欠場等の連絡先　佐々木　090-2827-5082

＊ 別ページ、コロナに関する注意事項を確認して対応をお願い致します。

練習コート　9：00～9：30

本戦１～３Ｒは８ゲームズプロセット、

ＳＦ，Ｆ，３位決定戦は３タイブレークセットマッチ

敗者による順位決定戦（コンパス・ドロー）は全て８ゲームズプロセット

受付締切　9：00 まで

練習コート　9：00～9：30

試合開始　9：40～

１R/２R/３R/コンソレ―ション

受付締切　9：00まで

試合開始　9：40～

SF～順位決定戦

2022

DUNLOP CUP

備前北コート（男子） 備前南コート(女子）

全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選



新型コロナウイルス感染症対策　　　ガイドライン

中国テニス協会ジュニア委員会

当協会において感染拡大を予防するガイドラインを作成いたしましたので、大会出場

者や関係者の皆様は下記の事項についてご協力をよろしくお願いいたします。尚、本ガ

イドラインは、今後の感染状況を踏まえて見直しを行う場合がありますのでご留意ください。

１．来場制限

以下の症状のある方は入場をお断りさせていただきます。

●	発熱や風邪の症状のある方

●	強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方

●	咳、痰、胸部不快感のある方

●	嗅覚、味覚に異常を感じる方

●	新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合

●	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、入国後の観察期間を必要と発表されている

　国・地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合

●	その他新型コロナウイルス感染症の症状がある方

２．選手・保護者へのお願い

●	マスクを持参し、着用する（但しプレー中を除く）

●	こまめな手洗い、アルコール等による消毒の実施

●	人と人との距離を適切にとる（できるだけ2ｍを目安に最低１ｍ確保する）

●	大声での会話、応援は控える

●	家族以外の送迎は禁止

●	ゴミは必ず持ち帰ること

●	更衣室内にある備品（ドライヤーなど）の使用禁止

３．コート内マナーについて

●	試合前後の握手は行わない

●	スコアボードは自分のスコアのみ変える

●	ダブルスペアとの距離を確保する

●	ハイタッチは禁止

４．大会スタッフについて

●	本部にアルコール等による消毒を設置

●	マスクの着用

●	手が触れる場所のこまめな消毒

●	選手同士の距離の徹底

５．その他

●	感染防止のために主催者が決めたその他の措置について主催者の指示に従うこと

●	連絡先を特定できない人の入場禁止

●	大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

　各県協会に速やかに報告すること

●	熱中症対策の実施

●	大会期間中に開催県から感染者が発生した場合は、感染者状況により大会を

　中止することがある



今大会は健康管理システムHeaLoを使用して行います。

・ 本大会に出場する選手（やその帯同者等）は、大会14日前から大会終了後14日後まで

毎日欠かさず健康情報の記録をお願い致します。
・ 以下の URL または QR コードより利用者登録をサイト上で行ってください。
・ 大会期間中は遅くとも会場到着の1時間前までに大会前14日分の登録を完了しておいてください。
・ なお、未入力が続いた場合や所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた場合は

大会主催者の判断により出場が認められない可能性がありますのでご注意ください。

【HeaLo 利用者登録フォーム】

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/kzxsrm9x

※登録が完了後、入力いただいたメールアドレスに URLや初回パスワード（初回利用時）が届きます。

　ログイン方法等詳細については利用者マニュアルをご覧ください。

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/kzxsrm9x


【払込先】

4. 氏名・ 所属
を、必ず記入して下さい。

[通信欄記入例]
ダンロップ全国選抜中国予選　男子№1　中国一郎（中国テニスクラブ）

※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。

3. ドロー番号

参加料振込について

ドロー公開後，２月２８日（月）から３月４日（金）中国テニス協会へ参加料（5.300円）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。

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 1. 大会名（ダンロップ全国選抜）

2. 出場種目





U12男子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 アサヒＴＣ 岡山 大平　晴仁 [1]  

    

2 ＮＢテニスガーデン 広島 高橋　英士   

     

3 グリーンベアーズ 島根 鈴木　寿弥   

     

4 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本　悠太   

     

5 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 堀　　大輝   

     

6 境港ジュニア 鳥取 中井　蒼真   

     

7 グリーンベアーズ 島根 錦織　柑太   

     

8 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部　健太 [5/8]   

     

9 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原　千一郎 [3/4]   

     

10 アルファＴＣ 山口 弘中　丈詞   

     

11 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大田　勝貴   

     

12 グリーンベアーズ 島根 中田　空良   

     

13 境港ジュニア 鳥取 宇津野　航一   

     

14 やすいそ庭球部 広島 上野　遼真   

     

15 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 青山　颯羽   

     

16 山口サングリーンＴＣ 山口 末次　悠真 [5/8]   

     

17 やすいそ庭球部 広島 山田　悠世 [5/8]   

     

18 トゥネＴＣ 山口 部坂　匡佑   

     

19 サニーＴＳ 鳥取 小笠原　航太   

     

20 ラスタットＴＣ 岡山 亀山　竜之介   

     

21 さくらＳＳＣ 島根 原　　圭輔   

     

22 アキラIＴＣ 広島 阪田　大知   

     

23 カトウＴＣ 山口 仲道　陸斗   

     

24 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎 [3/4]   

     

25 やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄 [5/8]   

     

26 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江　健生   

     

27 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 福村　聡基   

     

28 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　陸斗   

     

29 アサヒＴＣ 岡山 柴原　世凪   

     

30 サニーＴＳ 鳥取 久城　隼斗   

     

31 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 新　　大輝   

     

32 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 西村　颯真 [2]  

    

  

  

補欠１ ラスタットＴＣ 岡山 森　　太一

補欠２ 庭球館 広島 松永　悠希

補欠３ ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷　勇志

2022 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会中国予選



U12女子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [1]  

    

2 ツルガハマＴＣ 山口 久佐　美月姫   

     

3 グリーンベアーズ 島根 陶山　千尋   

     

4 ラスタットＴＣ 岡山 坪田　依茉   

     

5 境港ジュニア 鳥取 木村　咲乃   

     

6 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田　　花   

     

7 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴   

     

8 グリーンベアーズ 島根 押川　美月 [5/8]   

     

9 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈 [3/4]   

     

10 ツルガハマＴＣ 山口 萬行　椛恋   

     

11 アポロＴＣ 鳥取 川上　梨華   

     

12 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉   

     

13 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　晴日   

     

14 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 松浦　一花   

     

15 たけなみＴＡ 岡山 川村　奈央   

     

16 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 [5/8]   

     

17 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈 [5/8]   

     

18 さくらＳＳＣ 島根 杉原　明菜   

     

19 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開　　菫   

     

20 境港ジュニア 鳥取 豊島　芭菜   

     

21 たけなみＴＡ 岡山 渡邉　安曇   

     

22 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇　愛菜   

     

23 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛   

     

24 ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美 [3/4]   

     

25 グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日 [5/8]   

     

26 サニーＴＳ 鳥取 赤井　優月   

     

27 やすいそ庭球部 広島 山本　咲和   

     

28 ツルガハマＴＣ 山口 片上　　碧   

     

29 サニーＴＳ 鳥取 松江　優奈   

     

30 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜   

     

31 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　結愛   

     

32 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保 [2]  

  

  

  

補欠１ 天満屋遊プラザ 岡山 高山　桜和

補欠２ たけなみＴＡ 岡山 青木　優奈

補欠３ ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 久保　美貴子

2022 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会中国予選



U14男子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 アサヒＴＣ 岡山 中川　琉成 [1]  

    

2 アルファＴＣ 山口 大方　康平   

     

3 やすいそ庭球部 広島 山中　佑記   

     

4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹   

     

5 遊ポートＴＣ 鳥取 松本　　晄   

     

6 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大   

     

7 ラスタットＴＣ 岡山 宮田　　凌   

     

8 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太 [5/8]   

     

9 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [3/4]   

     

10 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田　陽太   

     

11 ラスタットＴＣ 岡山 吉武　蕾音   

     

12 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　紳平   

     

13 山口テニスアカデミー 山口 石田　誠志郎   

     

14 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央   

     

15 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　慶明   

     

16 ラスタットＴＣ 岡山 溝手　倫太朗 [5/8]   

     

17 アサヒＴＣ 岡山 松本　悠希 [5/8]   

     

18 アルファＴＣ 山口 弘　　風音   

     

19 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 吉田　　涼   

     

20 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本　幸大   

     

21 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰   

     

22 ラスタットＴＣ 岡山 小川　洋右   

     

23 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　諒太   

     

24 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 [3/4]   

     

25 ラスタットＴＣ 岡山 角南　叶多 [5/8]   

     

26 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉   

     

27 グリーンベアーズ 島根 小櫻　空芽   

     

28 やすいそ庭球部 広島 川元　秀五   

     

29 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉　武光   

     

30 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽   

     

31 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺　慶大   

     

32 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 [2]  

     

補欠１ たけなみＴＡ 岡山 佐藤　陽人

補欠２ アサヒＴＣ 岡山 森本　大駿

補欠３ ラスタットＴＣ 岡山 浜田　響己

  

2022 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会中国予選



U14女子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ラスタットＴＣ 岡山 池田　花珠 [1]  

    

2 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣   

     

3 境港ジュニア 鳥取 大根　花菜   

     

4 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり   

     

5 柳生園ＴＣ 岡山 箕延　愛結   

     

6 山口テニスアカデミー 山口 三浦　茜音   

     

7 境港ジュニア 鳥取 土海　　環   

     

8 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆 [5/8]   

     

9 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 [3/4]   

     

10 グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉   

     

11 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂   

     

12 ＭＵＧＥＮ 広島 竹堂　　杏   

     

13 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　小春   

     

14 トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水   

     

15 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽   

     

16 ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音 [5/8]   

     

17 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌 [5/8]   

     

18 レノファ山口 山口 伊藤　菜緒   

     

19 やすいそ庭球部 広島 谷本　　葵   

     

20 サニーＴＳ 鳥取 森吉　彩瑛   

     

21 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海   

     

22 レノファ山口 山口 緒方　菜々恵   

     

23 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 藤原　そよ花   

     

24 石川ＴＳ 岡山 石川　星来 [3/4]   

     

25 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈 [5/8]   

     

26 アルファＴＣ 山口 重永　莉子   

     

27 境港ジュニア 鳥取 佐々木　遥   

     

28 福山テニス王国 広島 永井　支麻   

     

29 さくらＳＳＣ 島根 杉原　晴菜   

     

30 ラスタットＴＣ 岡山 西山　日向   

     

31 ラスタットＴＣ 岡山 花岡　杏羽   

     

32 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 [2]  

     

    

    

補欠１ ＮＢテニスガーデン 広島 髙木　　和

補欠２ 大和オレンジボールＴＣ 山口 西林　優菜

補欠３ ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野　天寧

   

2022 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会中国予選


