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2021 年度関東大学テニスリーグ 

(男子第 75 回・女子第 57 回) 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 毎日新聞社 

 

大会日程 別紙参照 

 

会場      男女 1 部：未定 

男子 2～7 部・女子 2～5 部：各大学テニスコート（外部コート） 

 

 

使用球  DUNLOP FORT 

 

出場資格 関東学生テニス連盟に登録している全ての選手が出場資格を有するものと致します。 

但し、各個人出場(試合に出ていなくても学校単位での出場扱いになる)を 1 年度につき 1 回ま

でとし、4 年制の大学の場合は最高 4 回まで、医学系学部生，短期大学生の場合はそれぞれ 6，

2 回まで出場可能。転校や再入学をした者については、移籍前の地区でリーグ戦が開催された

場合、移籍後同年度内に関東地区で開催されるリーグ戦の試合に出場不可(移籍前の地区でリー

グ戦が開催されていない場合、移籍後同年度内に関東地区で開催されるリーグ戦の試合に出場

可)と致します。 

9 月入学の学生は 9 月 1 日以降の試合から出場可能です。 

 

レフェリー  齋藤 皓介  (法政大学 3 年) 

ディレクター  牛窪 悠貴  (明治大学 3 年) 

 

エントリー方法 リーグのエントリーは新システム上にて行なってください。 

 

(注)本大会に関する詳細は｢2021 年度関東大学テニスリーグ冊子｣を御参照下さい。 



(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2021｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 



リーグ戦 

 

無観客試合(選手の応援検討中) 

 

 

一部校会場…検討中 

二部校以下…従来通り(コート選択権所有校が決める) 

 

 

※オリンピックによりテスト期間がずれてスケジュールと被ってしまった大学のみ、入替

戦に間に合うことができれば日程の変更を認める 

 

 

※今年に限り、3 部校以下は個人戦に出場していなくても出場を認める 

 

審判講習会…オンラインで開催(日時は主将主務 LINE にて発表) 



男子第1部 女子第1部 男子第2～6部 女子第2～4部 男子第7部 女子第5部
8月17日 火 ブロック1戦
8月18日 水 ブロック1戦
8月19日 木
8月20日 金 ブロック2戦
8月21日 土 ブロック2戦
8月22日 日
8月23日 月 ブロック3戦
8月24日 火 ブロック3戦
8月25日 水
8月26日 木
8月29日 日 第1戦 1R
8月30日 月 第1戦 第1戦 1R
8月31日 火 第1戦
9月1日 水 第2戦 2R
9月2日 木 第2戦 第2戦 2R
9月3日 金 第2戦
9月4日 土 第3戦 準決勝
9月5日 日 第3戦 第3戦 準決勝
9月6日 月 第3戦
9月7日 火 第4戦 決勝
9月8日 水 第4戦 第4戦 決勝
9月9日 木 第4戦
9月10日 金 最終戦
9月11日 土 最終戦 最終戦
9月12日 日 最終戦
9月22日 水
9月23日 木 女子入れ替え戦

2021年度関東大学テニスリーグ日程表

男子入れ替え戦



2021 年度関東学生テニス選手権大会 開催要項 

主催  関東学生テニス連盟 

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 2021 年 10 月 14 日(木)～15 日(金),18 日(月),20 日(水)～25 日(月) 

           予備日 27 日(水),28 日(木)     

本戦 2021 年 11 月 10 日(水)～12 日(金),15 日(月),17 日(水)～19 日(金) 

     予備日 22 日(月) 

会場 大宮けんぽグラウンド 

※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    関東学生テニス連盟に所属している全ての選手 

レフェリー  日髙 世開 （上武大学 3 年） 

ディレクター  牛窪 悠貴 （明治大学 3 年） 

エントリー方法  ネットエントリー方式（大会前に告知） 

予選ドロー発表 未定 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表   未定 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

本戦ドロー抽選 未定 関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表         ※変更の可能性があります。ご注意下さい。 

 10 日(水) 

 

11 日(木) 

 

12 日(金) 

 

15 日(月) 

 

17 日(水) 

 

18 日(木) 

 

19 日(金) 

 
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 2021｣公式トーナメント競技規則を採用しております。 


