
会　場　；　 松江総合運動公園西側テニスコート

日　程　；　 令和４年９月３日（土）～４日（日）

主　催　；　 中　国　テ　ニ　ス　協　会

共　催　；　 公益財団法人　島根県スポーツ協会

主　管　；　 島 根 県 テ ニ ス 協 会
中 国 ジ ュ ニ ア 委 員 会

令和４年度

2022　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

中国予選大会

　島根県観光キャラクター「しまねっこ」

島観連許諾第７０８０号



大 会 会 長 安東　善博（中国テニス協会　会長）

大 会 副 会 長 梅原　豊治（中国テニス協会　副会長） 津島　則之（中国テニス協会副会長）

土屋　高明（島根県テニス協会　会長）

大 会 参 与 岡田浩四郎（鳥取県テニス協会　会長）　　　 松重　見司（山口県テニス協会　会長）

井尻　昭夫（岡山県テニス協会　会長）　　　 　 熊野　義夫（広島県テニス協会　会長）

大 会 委 員 長 福島　敏夫（中国テニス協会理事長・山口県テニス協会理事長）

大 会 副 委 員 長 西村　　 覚（島根県テニス協会理事長・中国テニス協会副理事長）

植田　雄章（中国ジュニア委員長）

大 会 委 員 浅倉　俊一（鳥取県テニス協会理事長） 東原　　篤（岡山県テニス協会理事長）

高橋　由啓（広島県テニス協会理事長） 乾 　　建作（中国ジュニア副委員長:島根）

川武　　郷（中国ジュニア副委員長：山口） 楠瀬　正勝（中国ジュニア副委員長：鳥取）

松村　道則（中国ジュニア委員：岡山） 福田　　紀（中国ジュニア委員：岡山）

加藤　佳貴（中国ジュニア委員：広島） 溝上　健文（中国ジュニア委員：広島）

村川　 　洋（中国ジュニア委員：山口） 梅津健太郎（中国ジュニア委員：島根）

田中　芳伸（中国ジュニア委員：山口） 武田　郁弥（中国ジュニア委員：島根）

宇都宮　崇（中国ジュニア委員：高体連） 法橋　厚美（中国ジュニア委員：中体連）

岡野　拓史（中国ジュニア委員：中テ連）

乾　　建作

大会ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 梅津　健太郎

芦山　洋子

大会ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌﾘｰ 日高　久美子

　

島根県テニス協会　ジュニア委員会　・　審判委員会運　営　委　員

大　　　会　　　役　　　員

競　　　技　　　役　　　員　　

大会ディレクター

大会レフリー
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8月22日(月) 8月26日(金)

選抜室内



1

2

3

第１日目　９月３日（土）
1 2 3 4 5 6 7 8

Start at
9:30

Followed by

Followed by

Followed by

第２日目　９月４日（日）
1 2 3 4 5 6 7 8

Start at
9:30

Followed by

Followed by

５～６位 ７～８位 ５～６位 ７～８位
Followed by

13～14位　  15～16位 13～14位　  15～16位 9～10位 11～12位 9～10位 11～12位

天候などの理由により、スケジュールが変更となることがあります。

1 初日の受付について：

９月３日（土）　　 練習コート 　８：３０～９：２０

受付締切 　９：１５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。

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

３タイブレークセットマッチ

各試合のウォーミングアップは３分間。時間を厳守してください。

セット毎にボールチェンジしてください。

＊雨天など進行の都合で、試合方法を変更することもあります。

3 使用球 ヨネックスツアープラチナム

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）

5 ＪＴＡルール2022を準用する。

6 全国大会 第４３回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権

令和４年１１月２４日（木）～２７日（日）　兵庫：ブルボンビーンズドーム

中国代表枠男女共　各１名

7 欠場の連絡先 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：０９０－６８３９－２１２５（大会レフリー　芦山）

連絡事項

２０２２ ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

　全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 中国予選大会

お知らせ

開会式は行いません。島根県テニス協会大会ガイドラインを参加前に熟読して厳守願います。

選手は健康情報管理システムHeaLo に登録し、8/20(土)から健康状況を送信すること。

男子１Ｒ

女子１Ｒ

男子２Ｒ 男子con１Ｒ

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

(引率保護者及び各クラブコーチ、それぞれ１名ずつの観戦を許可します。会場図待機場所でご観戦ください）

受付時にQR コードスキャナーで確認し、選手の入場管理を実施します。

補欠選手も上記を登録し、指定時間までに必ず受付を済ませて下さい。

大会日程

女子２Ｒ 女子con１Ｒ

男子ＳＦ 女子ＳＦ
ベスト８順位戦

男子 女子

男子リコンソレ 女子リコンソレ 男子con順位戦 女子con順位戦

男子con２Ｒ 女子con２Ｒ
コンソレ１Ｒ敗者

男女リコンソレ

男子Ｆ 女子Ｆ男子３決 女子３決
男子 女子

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


当日の朝の確認事項（以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること） 

　健康情報管理システム HeaLo に登録し、健康状況を送信すること。 
（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） 

　　◎体調不良（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　◎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されている国、地域等への渡航又は当該在
　　　住者との濃厚接触がある場合

会場入りする際の手順

　・マスクを装着する。（コート外では必ず、マスクを着用すること。）

　・他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ））を確保すること。

　・会場入りした際に、手指の消毒、検温チェックをする。

会場内での厳守事項

　・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。

　・試合中に大きな声で会話、応援等をしないこと

　・イベント終了後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、県協会に対して速やかに濃厚接触者の
　　有無等について報告すること。

　・更衣室の原則使用禁止、使用する場合は換気と使用の時間差を設ける。また、クラブハウスも使用禁止とする。

　・熱中症対策（自己管理の徹底）、タオルの共用はしないこと。

　・飲食については、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、会話は控えめにすること。

　・飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外に捨てないこと。ゴミは必ず持ち帰ること。

　・選手は必ず受付時の入退場口から出入りする事。指定場所以外の入退場を禁止する。

コート内マナーについて

　・コート入退場に必ず手指を消毒する。コート外の消毒剤を使用する。

　・事前にOＯPを確認し、OOP上側の選手が試合球を受け取り、自分が入るコート側で待機し、試合終了後、選手が
　　コートから退場してから、入場する。

　・ソーシャルディスタンス　トスする際も離れて行い、終了後、握手はしない、ラケットタッチもしくはお辞儀。

　・隣から入ってきたボールは手で触れず、ラケットと足を使って返すこと。

　・選手はプレー中に自分からの飛沫感染を最小限にする工夫をすること。

　・スコアボードは、自分のスコアのみ変える。

　・競技方法は大会要項に準じ、セルフジャッジとし、勝者が本部に結果報告並びにボールを返却する。

大会本部の対応

　・本部窓口には、手指消毒剤を設置。マスク等の準備(参加者がマスクを準備しているか確認)

　・大会本部は十分な換気を行う、またトイレや更衣室も定期的に除菌する。

　・対面での対応時はフェイスシールドを大会スタッフは着用する。

　・大会スタッフには、マスクを着用させる。ボールを扱う場合は手指を消毒して扱う。(トング使用可）

　・試合結果報告やボール渡しなど大会本部での対応の際、混雑を極力さける。

　・使用済ボールの除菌。

　・ゴミの廃棄、ベンチなどの除菌をした際のゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。

以上を厳守し、選手、保護者、スタッフが力を合わせて大会を安全に成功させましょう❣

全日本選抜室内ジュニア中国予選大会ガイドライン

2022.08.14　島根県テニス協会ジュニア委員会



[ジュニア_JOC選抜] 2022 JOC選抜室内　中国予選

BS 18
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 関西高校 岡山 遊川　大和 [1]  

    
2 開星高校 島根 木村　優生   

     
3 関西高校 岡山 島　　笙太   

     
4 アルファＴＣ 山口 大方　康平   

     
5 広島国際学院高等学校 広島 田中　優次 [4]   

     
6 境港ジュニア 鳥取 土海　悠太   

     
7 関西高校 岡山 木村　一翔   

     
8 開星高校 島根 中田　龍汰郎   

     
9 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔   

     
10 関西高校 岡山 浜田　理壱   

     
11 アルファＴＣ 山口 弘　　風音   

     
12 たけなみＴＡ 岡山 西山　大和 [3]   

     
13 関西高校 岡山 藤原　　陸   

     
14 サニーテニス 鳥取 寺坂　遼央   

     
15 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成   

     
16 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 [2]  

    
補欠① 関西高校 岡山 宮本　浩弥 順位 3-4   
補欠② Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太   
補欠③ 広島国際学院高等学校 広島 酒井　　和   

    
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   
  



BS 18 - 順位 9-16
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
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[ジュニア_JOC選抜] 2022 JOC選抜室内　中国予選

GS 18
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [1]  

    
2 倉吉東高校 鳥取 櫻井　友子   

     
3 山陽女学園 広島 藤本　麻璃花   

     
4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真   

     
5 野田学園高校 山口 網田　永遠希 [3]   

     
6 グリーンベアーズ 島根 佐藤　彩海   

     
7 アサヒＴＣ 岡山 原田　萌衣   

     
8 吉賀高校 島根 加藤　那菜   

     
9 やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲   

     
10 野田学園高校 山口 古野　ももか   

     
11 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 平田　早希   

     
12 野田学園高校 山口 鈴木　香漣 [4]   

     
13 やすいそ庭球部 広島 井上　季子   

     
14 山陽学園高校 岡山 原田　悠衣   

     
15 野田学園高校 山口 大川　りこ   

     
16 山陽学園高校 岡山 戸坂　文音 [2]  

    
補欠① 岡山学芸館高校 岡山 岸本　聖奈 順位 3-4   
補欠② 岡山学芸館高校 岡山 中島　莉良   
補欠③ 岡山学芸館高校 岡山 安養　侑歩   

    
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   
  



GS 18 - 順位 9-16
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 9-16   
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
  順位 11-12   
    
    
    
  順位 13-16   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 15-16   
    
    
   
  





⑧ ⑦ ⑥ ⑤

女子 男子

受付・ボール渡し

検温・消毒・感染症チェック確認

　　　　　横断歩道

結
果
報
告

④ ③ ② ①

ＲＵ控室

Ａゾーン　選手・大会関係者のみ入場可（検温・感染症チェック義務付け）

大会会場図

多目的ﾄｲﾚ

RU

RURU

RU

大会本部

壁打ちｽﾍﾟｰｽ

壁打ちｽﾍﾟｰｽ

選手待機スペース

更衣室

横断歩道

保護者・指導者待機スペース

保護者・指導者待機スペース

保護者・指導者

待機スペース

保護者・指導者

待機スペース
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