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本大会は、JTA健康情報管理システム（HeaLo）導入対象大会です。

本大会に出場する選手（補欠を含む）・帯同者等は、大会14日前から大会終了後7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発熱など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等は
出場できないことがありますのでご注意ください。

2022 第３８回 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選大会

お知らせ

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。

帯同者については、選手１名につき保護者は２名まで、各クラブのコーチは１名とします。

※登録時の申告事項について

※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。

【HeaLo 利用者登録フォーム】

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/2vqxw5mx

①右上の三本線を選択します ②「QR表示」を選択します ③画面上にQRコードが表示されます

利用者登録フォームに申告事項の欄があります。

帯同者の場合は帯同選手名を記載してください。

所属団体のコーチとして帯同する場合は

所属名を記載してください。

会場への入場について

入場時、各自で登録した健康情報管理システムのQRコードもしくは入場管理番号（Tから始まる7桁の番号）の
提示が必要となります。

QRコード表示手順

スムーズにご入場いただくため、QRコードの提示にご協力をお願いいたします。

※スマートフォン・タブレット端末等をお持ちでない方は予め印刷してご持参ください

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/2vqxw5mx


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（受付時に選手・大会スタッフ全員の検温を行います）
　　●　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

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



今大会は感染症対策として、中央スタンドの一部立入規制を行います。
中央スタンド中央（本部・オーダーオブプレイ）は、出場選手・大会運営スタッフ・大会役員のみ立入可能。
帯同者（保護者、コーチ等）は中央スタンドの観覧席（↓青色の箇所）までは立入可能。
中央スタンド中央は原則立入不可ですが、「Healo受付時」のみ立入可能です。
（中央スタンド下のトンネル通路は通用時のみ利用可。ただし、トンネル通路内での待機や観戦はご遠慮ください）
※その他、以下の場所は、通常通り帯同者の方も立入り可能です。
　管理棟スタンド（１～４番コート側スタンド）、１～１６番コート通路（芝生の通路）

維新コート　会場内の一部立入規制について

通
路
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１３～１６番コート通路（芝生通路）
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可
）

１３番コート １４番コート １５番コート １６番コート

９～１２番コート通路（芝生通路）

９番コート １０番コート １１番コート １２番コート

中央スタンド（観覧席） 中央スタンド（本部・OP・Healo受付） 中央スタンド（観覧席）

管理棟スタンド（観覧席）

５番コート ６番コート ７番コート ８番コート

１～４・５～８番コート通路（芝生通路）

１番コート ２番コート ３番コート ４番コート

帯同者立入可

帯同者立入可

帯同者立入可

帯同者立入可

帯同者立入不可

（Healo受付時のみ立入可）



会 場

日 程

主 催

主 管

協 賛

中 国 ジ ュ ニ ア 委 員 会

山 口 県 テ ニ ス 協 会

㈱ ダ ン ロ ッ プ ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

令和４年度　第３８回

維 新 百 年 記 念 公 園 テ ニ ス 場

（ 砂 入 り 人 工 芝 １ ６ 面 使 用 ）

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ３ 日 （ 土 ） ～ １ ５ 日 （ 月 ）

中 国 テ ニ ス 協 会

ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権

中国予選大会



第１日目　８月１３日（土）

Start at
10:00

10:30

TBA

第２日目　８月１４日（日）

Start at
9:00

Followed by

TBA

第３日目　８月１５日（月）

Start at
9:00 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

1 初日の受付について

８月１３日（土）　　 練習コート 　９：００～９：５０

男子受付締切 　　９：４５まで

女子受付締切 １０：１５まで

＊上記の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。

８月１４日（日）、１５日（月）については、前日の夕方に本部にて発表します。　　

2 競技方法 トーナメント　セルフジャッジ

　　（１）コンパス・ドロー方式

　　（２）試合方法 全ての試合を３タイブレークセットマッチで行います。

　＊雨天など進行の都合で変更することもあります。

　　（３）練習 試合前の練習は３分間

3 使用球 ダンロップＡＯ

4 参加料 ７,５００円（参加料７,２００円＋ワンコイン制度金 １００円＋JPIN運用経費 ２００円）

（事前に振込み。詳細は「参加料振込について」を参照のこと）

5 ＪＴＡルールを準用する。

6 全国大会 第３８回ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権大会

令和４年１０月１４日（金）～１６日（日）　　岡山県；浦安

中国代表出場枠は男女共２名＋過去３年間の地域実績（ドント方式）　

岡山県枠ＷＣ男女とも１名

7 Ｎ／Ｓの連絡先 やむを得ず欠場する場合は、なるべく早く下記宛て連絡して下さい。

　緊急　ＴＥＬ ０９０－４１０２－３９８５（川武）

連絡事項

２７～２８位 ２９～３０位 ３１～３２位

１３～１４位 １５～１６位

１７～１８位 １９～２０位

Followed by

２１～２２位 ２３～２４位 ２５～２６位

Ｆ ３～４位 ５～６位 ７～８位 ９～１０位 １１～１２位

女子
９～１２位

男子
１３～１６位

女子
１３～１６位

女子
２５～２８位

男子
２９～３２位

女子
２９～３２位

男子
１７～２０位

女子
１７～２０位

男子
２１～２４位

女子
２１～２４位

男子
２５～２８位

男子 ＳＦ 女子 ＳＦ
男子

５～８位
女子

５～８位
男子

９～１２位

女子コンソレ １Ｒ女子 ２Ｒ 女子 ２Ｒ 女子コンソレ １Ｒ

女子コンソレ ２Ｒ
１７～２４位

男子コンソレ ２５～３２位 女子コンソレ ２５～３２位

男子 ３Ｒ 女子 ３Ｒ 男子 ９～１６位 女子 ９～１６位

男子コンソレ ２Ｒ
１７～２４位

女子 １Ｒ女子 １Ｒ 女子 １Ｒ 女子 １Ｒ

男子 ２Ｒ 男子 ２Ｒ 男子コンソレ １Ｒ 男子コンソレ １Ｒ

2022 第３８回 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選大会
大会日程

男子 １Ｒ 男子 １Ｒ 男子 １Ｒ 男子 １Ｒ



※ 補欠の場合、振込は不要です。
（本戦に繰り上がった場合のみ参加料が必要となります。）

【払込先】

3. ドロー番号

参加料振込について

８月１日（月）～８月４日（木）に

中国テニス協会へ参加料（７，５００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

2. 出場種目

振込期間の前後は他大会の振込期間となっていますので、

振込期限を守ってください。

4. 氏名・ 所属

を、必ず記入して下さい。

[通信欄記入例]

ＲＳＫ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。

　また、いかなる理由があっても参加料の返金には応じられません。



男子シングルス

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

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

たけなみＴＡ 岡山 髙森 太吏郎 [3]   
ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原 千一郎 [9]   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

補欠１ 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真 →№19へ

補欠２ やすいそ庭球部 広島 山田 悠世

補欠３ アサヒＴＣ 岡山 森本 大駿 →補欠辞退
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1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 栞太 [1]

2 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹

6 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平

3 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田 宗一郎

4 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 雅幸

9

10 やすいそ庭球部 広島 川元 秀五

7 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦

8 ラスタットＴＣ 岡山 角南 叶多 [5]

13 境港ジュニア 鳥取 井上 忠信

14 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 木本 春馬

11 いのうえＴＧ 山口 山本 直生

12 開星中学校 島根 小櫻 空芽

17 ラスタットＴＣ 岡山 溝手 倫太朗 [6]

18 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗

15 ラスタットＴＣ 岡山 吉武 蕾音

16 開星中学校 島根 西村 颯真 [7]

21 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽

19 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真

20 たけなみＴＡ 岡山 モーガン 瑠来

25

26 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介

23 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本 幸大

24 アサヒＴＣ 岡山 松本 悠希 [4]

やすいそ庭球部 広島 髙川 空澄 [8]

29 ラスタットＴＣ 岡山 小川 洋右

30 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 健太

27 やすいそ庭球部 広島 山中 佑記

28 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺 慶大

31 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太

32 アサヒＴＣ 岡山 大平 晴仁 [2]



女子シングルス

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

 
 
  
  
  

境港ジュニア 鳥取 豊島 芭菜   
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫   

  
  
  
  

境港ジュニア 鳥取 土海 環   
たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

補欠１ ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫 →№4へ

補欠２ たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴 →№7へ

補欠３ ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野 天寧
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1 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 風音 [1]

2 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣

5 ツルガハマＴＣ 山口 河口 菜々美

6 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 大森 琴羽

3 グリーンベアーズ 島根 佐藤 彩海

4

9 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 [4]

10 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉

7

8 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山 那奈 [8]

13 アルファＴＣ 山口 重永 莉子

14 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹 悠夏

11 グリーンベアーズ 島根 勝部 陽日

12 たけなみＴＡ 岡山 西山 日向

17 英数学館中学 広島 平田 里帆 [6]

18 アサヒＴＣ 岡山 三宅 穂花

15 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華

16 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 里保 [5]

21 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 小春

22 グリーンベアーズ 島根 押川 美月

19 アルファＴＣ 山口 青木 陽咲

20 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月

25 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉 聖理奈 [7]

26 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり

23 やすいそ庭球部 広島 田中 愛

24 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 芽衣奈 [3]

29 ミズノＴＳ 山口 松本 紗弥

30 サニーテニス 鳥取 森吉 彩瑛

27 トゥネＴＣ 山口 渡辺 和水

28 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉

31 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇 愛菜

32 たけなみＴＡ 岡山 中原 萌 [2]
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