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2021 DUNLOP CUP 
全国選抜ジュニアテニス選手権大会 

兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会 
選手選考結果のお知らせ 

 
2021 年 4 月 15 日 

 
選手各位 
各地域テニス協会 御中 
 

公益財団法人 日本テニス協会 
 
 標記大会の選手選考結果が別紙の通り決定致しましたので、お知らせいたします。下記の注意事項をご熟読頂き、

厳守の上ご参加下さい。 
 

記 
 
１．主  催  公益財団法人 日本テニス協会／公益財団法人 吉田記念テニス研修センター 
２．後  援  読売新聞社／関東テニス協会／千葉県教育委員会／柏市／我孫子市 
３．特別協賛  住友ゴム工業株式会社／株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

４．協  力  千葉県テニス協会ジュニア委員会／日本女子テニス連盟千葉支部 
５．大会日程 

種目 5月13日(木) 5月14日(金) 5月15日(土) 5月16日(日)
　 1R　　　　　　

    9：00　   1～28
   10：00　  29～32 3位決定戦

14 本　　戦 2R　　　　　　 QF　　9：00～ 　　10：00～
歳 1R　　 　　　　 SF　　　　　 F　　　　　　　
以    13:30 　 　1～28 　　12：00～
下    15:00　   29～32
　 2R　　　 　　　 　

女子 1R　　　　　　 QF　　9：00～ F　 10：00～　　
男子 1R 　　　　　　 SF 　　　　

　 　 1R　　　　　　
 　9：00　 　1～28

女子   10：00　  29～32 3位決定戦
12 本　　戦 2R　　　　　　 QF　　9：00～ 　　10：00～　　
歳 1R　　 　　　　 SF　　　　　 F　　　　　　　　
以 男子 　13:30 　 　1～28 　　12：00～　　
下 　 　15:00　   29～32
　 2R　　　 　　　 　
　 女子 1R　　　　　　 QF　　9：00～ F　 10：00～　　　

男子 1R 　　　　　　 SF 　　　　

試合なし

試合なし

コンソレーション

コンソレーション

女子

男子

 
※試合進行により日時を変更する場合があります 
※各種目ともコンソレーションマッチを行います。 

※試合形式につきましては、別紙「試合当日のお知らせ」をご確認ください。 

※開会式、ウェルカムパーティー、セミナーにつきましては、本年度は実施を見送る予定です。 
※閉会式は実施を見送りますが、表彰のみ行う予定です。 
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６．お知らせと注意事項 
（１）受付について 

14 歳以下の選手は 5 月 13 日(木)、12 歳以下の選手は 5 月 14 日(金)に大会受付で参加料 8,300 円（参加料

8,200 円＋ワンコイン制度 100 円））を支払い、試合開始時刻までに大会本部に出席を届けて下さい 

 
 

（２）健康情報の提出について 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本大会では大会期間および大会の前後 2 週間の健康チェ

ックが必要です。選手および関係者の皆様には、公益財団法人日本テニス協会が提供する健康情報管理シ

ステム HeaLo(*1)を通じて、日々の体温および健康状態をご登録いただけますようお願いいたします。 
HeaLo の利用に際しては利用登録が必要となりますので、来場される方は必ずご登録の上、健康チェッ

クをしていただけますようお願いいたします。 
※帯同者は選手 1 名につき 1 名までとなります。感染拡大防止のため、ご了承ください。 

    HeaLo 利用登録フォーム  https://bit.ly/3uSywPO 
   ご登録完了後、HeaLo へのログイン URL が、後日ご登録 

いただいたメールアドレスに届きます。。 
   *1)HeaLo とは、Health Information Logging System の 
   頭文字を取ったシステムの名称です。 
 

 （３）練習コートについて 

　5月12日(水) 5月13日(木) 5月14日(金) 5月15日(土) 5月16日(日)
TTC　　　　7：30～ ロイヤルSC　9：00～ 　TTC　8：00～ 　TTC　9：00～

14 （＊3）
歳 ロイヤルSC　8：00～ ロイヤルSC　9：00～ 　TTC　8：00～ 　TTC　9：00～

12:00 （＊3）
ロイヤルSC　12：00～TTC　7：30～ 　TTC　8：00～ 　TTC　9：00～

12 （＊2）
歳 ロイヤルSC　12：00～ロイヤルSC　8：00～ 　TTC　8：00～ 　TTC　9：00～

（＊2） 12:00

女子

男子

女子

男子

　　　TTC（＊1）

　　　TTC（＊1）

練習コートなし

練習コートなし
 

※練習コートの予約につきまして、指定された時間に TTC にお申込み下さい。 
（予約電話: TTC  04-7134-3030） 
＊1 の予約受付開始 5 月 7 日 AM10:00～ 
＊2 の予約受付開始 5 月 7 日 AM11:00～ 
＊3 の予約受付開始 5 月 7 日 AM12:00～ 
 予約分につきましては、45 分間（1 面 4 人使用）¥1,100 になります。 
 試合当日の練習は無料とし、担当者が各会場で調整しますので指示に従って下さい。 
 練習は選手同士・45 分間になります。 
 5 月 13 日、14 日は 12：30 ロイヤル SC 発 TTC 行きのバスが出る予定です。 

【大会会場】吉田記念テニス研修センター 〒277-0812 千葉県柏市花野井 936-1  TEL 04-7134-3030 
【練習コート】ロイヤル SC テニスクラブ 〒278-0002 千葉県野田市木野崎 1963-1  TEL 04-7138-2737 
 

（４）会場レストランについて 
7：00 から 19：00 まで会場レストランをご利用頂けます 

ワンコイン制度は（公財）日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため、選手及び

ジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの運営を中心に、地域トレーニングセ

ンターの整備等への資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。「ナショナルトレーニングセンター

（NTC）」及び「ワンコイン制度」の詳細については、以下ウェブサイトをご覧下さい。 
  https://www.jta-tennis.or.jp/representation_from_Japan/tabid/202/Default.aspx 
お問い合わせ（公益財団法人日本テニス協会）  onecoin@jta-tennis.or.jp 

https://bit.ly/3uSywPO
https://www.jta-tennis.or.jp/representation_from_Japan/tabid/202/Default.aspx
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（５）ワールドジュニアテニス世界大会代表選考について 

    本大会 14 才以下の結果を参考に、ワールドジュニアテニス世界大会の代表選手を選考します。（アジア／

オセアニア予選を勝ち上がった場合のみ） 
 
 （６）試合映像の撮影について 
    マッチチャーティング及び Play Sight を使用したデータ取りを大会期間中に行います。また取得したデー

タは定期的に発表していきます。 
 
７．試合上の注意 

（１）以下に記載の内容を除き、JTA テニスルールブック 2021 を適用します。「JTA テニスルールブック 2021」
を熟読しておいて下さい 

 （２）本戦は準決勝から、コンソレーションは決勝をソロチェアアンパイア（SCU）方式とします。 
    その他の試合はセルフジャッジ方式としますので、ジャッジやスコアを相手に聞こえるようにアナウンス

して下さい。ただし、ロービングアンパイアやレフェリーがオーバールールやフットフォールト他の判定

をすることがあります 
 （３）試合進行予定表に注意し、自分の試合の予定が掲示されたら、大会本部でスコアボード用のネーム     

プレートとボールを受け取って下さい。 
 （４）試合前のウォームアップは 5 分とします。またエンドチェンジを 60 秒に短縮する他、セットオールの場合

の休憩はありません 
 （５）スコアボードはゲーム終了ごとに選手が表示を変えて下さい 
 （６）試合終了後はスコアボードを試合前の状態に戻し、両選手ともネームプレートとボールを持って大会本部

に報告して下さい 
 （７）試合中にトラブルが発生した場合は、ロービングアンパイアまたはレフェリーに連絡して下さい。コート

を離れることはできません 
 （８）試合と閉会式では服装規定に合ったテニスウエアを着用して下さい 
 
８．宿泊先での注意 
 （１）他の宿泊客に迷惑とならないよう注意して下さい。あなたのマナーが悪いと、テニス関係者すべての    

マナーが悪いと思われます 
 （２）貴重品はフロントに預けるなどして、トラブルのないように注意して下さい 
 
９．駐車場について ※駐車場は有料となります 
  ・3 時間まで・・・400 円 

・12 時間まで・・・600 円 
  ・24 時間まで・・・1,200 円 
 
10．会場並びに宿泊について 
 （１）会場：公益財団法人 吉田記念テニス研修センター（TTC） 

〒277-0812 千葉県柏市花野井９３６－１ 
電話：04-7134-3030 FAX：04-7134-1600 

 
交通案内 
・常磐自動車道／柏 IC から車で 10 分 
・常磐線／柏駅からバスで 15 分、常磐線（千代田線）各駅停車／北柏駅からバスで 10 分 
・つくばエクスプレス／柏たなか駅からバスで 5 分、花野井神社バス停下車、徒歩 7 分 

       ※地図等は TTC のウェブサイト（http://www.tennis-ttc.or.jp/contact/access-guide.html）を 
ご覧下さい 

 
 （２）宿泊：各自で手配して下さい（別紙参照） 

以上 


