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主将主務会議資料 
 

 

 

内容 

 

はじめに 

 

➢ 2022年度関東大学テニスリーグの反省 

 

➢ 2022年度関東大学対抗テニス選手権大会の反省 

 

➢ 2023年度新役員紹介 

 

➢ 2023年度関東学生新進テニス大会関連 

大会要項 

 

➢ 2023年度関東学生ステップアップテニストーナメント大会関連 

大会要項 

 

 



 

2022年度 

関東学生テニス連盟 

 

主催大会 反省 
 

関東大学テニスリーグ 



 

2022年度 

関東学生テニス連盟 

 

主催大会 反省 
 

関東大学対抗テニス選手権大会 



会長 渡辺　卓平
副会長 井上　直子
顧問　 田島　伸一
顧問　 秋田　修廣
顧問　 銕川　陽一
顧問　 佐藤　秀吉
顧問　 東谷　恵一
参与　 堀内　昌一
参与　 益子　和夫
事務局長　 植野　恵子
幹事長 齋藤　耀成   （東京国際大学3年）
副幹事長 峰岸　勇気 （早稲田大学3年）
副幹事長 西野　大成　 （慶応義塾大学3年）
競技役員 河原　寿成 （専修大学3年）
競技役員 村上　綸香 （東海大学3年）
競技役員 佐々野　正望 （東洋学園大学3年）
競技役員 木下　菜々花 （亜細亜大学3年）
競技役員 神場　レイ　 （東京国際大学3年）
競技役員 海野　秀太 （立教大学3年）
ディレクター　 柴田　蓮　 （青山学院大学2年）
春関レフェリー 熊巳　大斗 （上武大学2年）
夏関レフェリー　 小山内　大地 （日本体育大学2年）
リーグレフェリー　 吉田　陸斗 （駒澤大学2年）
新進レフェリー 木下　俊平 （早稲田大学2年）
ステップアップレフェリー 丸山　昌倖　 (東京農業大学2年)
秋季リーグレフィリー 木塚　真彰 （亜細亜大学2年）
IT 小沢　歩 （東海大学2年）
会計 天羽　星莉 （順天堂大学1年）
総務 高橋　琴葉 （亜細亜大学1年）
広報 中西　欧大 (東京国際大学1年)

2023年度　関東学生テニス連盟　役員      



 

2023 年度関東学生新進テニス選手権大会 開催要項 

主催  関東学生テニス連盟 

共催      東京都テニス協会 

協賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング  

後援  関東テニス協会 東京新聞  東京中日スポーツ 

大会期間・会場 予選 2 月 6 日(月)～10 日(金)、13 日(月)、15 日(水) 

予備日 2 月 16 日(木)、17 日(金) 

本戦 2 月 27 日(月)～3 月 3 日(金)、3 月 6 日(月) 

予備日 3 月 7 日(火)、3 月 8 日(水) 

会場 大宮けんぽグラウンド等 

※状況によって変更の可能性あり。 

使用球  DUNLOP FORT 

本戦ドロー数 MS64 MD32   WS64 WD32 

出場資格 2023 年度関東大学テニスリーグへの出場資格を有する選手は出場資格を有するものと致します。   

但し、強化目的のため、いずれかに該当する選手は当該種目出場不可と致します。 

①2022 年度 12 月末迄の関東学生テニスランキングより本大会の出場資格を有さない選手を除い

た上位シングルス 20 名，ダブルス 20 名の選手 

②2022 年度全日本テニス選手権大会のシングルス又はダブルス本戦に出場した選手 

出場が制限される全ての選手に対し、一種目につき 400 ポイント(本戦ベスト 4 ポイント)を大会

終了後自動的に加算するものと致します。 

レフェリー  木下 俊平  （早稲田大学 2 年） 

ディレクター  柴田 蓮  （青山学院大学 2 年） 

エントリー方法  主将主務会議の資料に記載 

エントリー期間 1 月 9 日(月)～15 日(日) 

予選ドロー   1 月 30 日(月) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表   2 月 3 日(金) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

本戦ドロー抽選 2月 23日(木)  関東学生テニス連盟 HP 上にて  

 

 

 

 

 

 



 

試合日程表         ※変更の可能性がありますので御注意下さい。 

 27 日(月) 

 

28 日(火) 

 

1 日(水) 

 

2 日(木) 

 

3 日(金) 

 

6 日(月) 

 
MS 1R 2R 3R QF SF F 

MD 1R 2R  QF SF F 

WS 1R 2R 3R QF SF F 

WD 1R 2R  QF SF F 

開始時刻 9:00 

(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2022｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 



2023年度 第2回関東学生ステップアップテニストーナメント大会 開催要項 

主催 関東学生テニス連盟 

協賛 HEAD Japan 

大会期間 １st ステージ 3月 6日（月）～8日（水） 

予備日 3月 9日（木）、3月10日(金) 

決勝トーナメント 3 月13日（月）～17日（金） 

予備日 3 月 20 日（月）、3月22日(水) 

※状況によって日程変更の可能性あり。 

会場 １st ステージ及び決勝トーナメント 大宮けんぽグラウンド 

種目 男子シングルス・女子シングルス 

使用球 HEAD TOUR XT 
 

参加資格 2022 年度の関東学生春・夏2大会で、１度もシングルス２次予選以上に出場経験がない、  

2023 年度関東大学テニスリーグの出場資格を有する選手。 

レフェリー 丸山 昌倖（東京農業大学  2 年） 

ディレクター 柴田 蓮（青山学院大学 2 年） 

参加料  3000 円 

申込期間 2月13日(月)～2月16日(木)  関東学生テニス連盟 HP上にて 

申込方法 関東学生テニス連盟管理システムよりエントリーしてください。 

予選ドロー発表 2月28日(火) 関東学生テニス連盟 HP上にて 

会場割発表  3月3日(金) 関東学生テニス連盟 HP上にて 

試合方法 

・１st ステージ ： １ブロック３～４名によるラウンドロビンとし、順位決定方法はＪＴＡルールに基づく。１セット

マッチ６ゲームオール７ｐタイブレーク）方式とする。 

・決勝トーナメント ： １st ステージを 1 位通過した選手によるトーナメント。3ショートセット（４ゲームオール７ｐタ

イブレーク）１セットオール後１０ｐマッチタイブレーク方式とする。 



 

・全試合セルフジャッジとし、ボールは２球使用、ボールチェンジなし。 

 

その他 本大会期間中「考慮」による日程調整はいたしません。 

後日発表する、会場別詳細日程を必ず確認してください。 

☆優勝者には、2023 年度関東学生テニストーナメント大会シングルス２次予選のワイルドカードが付与されます。 

(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2022｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 

 


