
令和 4年 3月 26日 

 

 

 

主将主務会議資料 
 

 

 

内容 

 

はじめに 

 2021年度事業報告、決算報告 

 

 2022年度事業計画、予算案 

 

 2021年度ステップアップテニストーナメント大会の反省 

 

 2022年度関東学生テニストーナメント大会関連 

大会要項 

春関の注意点 

反映されるポイントについて 

 



 2022年度関東学生テニス選手権大会関連 

大会要項 

 

 

 その他 

義務買いのお知らせ・新規登録及びエントリーについて・費用支払いのお知らせ・ポ

イントランキング規定改定の改正のお知らせ 



大会名 会場 日程 備考

予選：大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンステニス
クラブ、緑テニスガーデン、泉中央テニスガーデン

予選：4月14日(月)～16日（金）,19日(月)～23日(金)
予備日： 26日（月）,27日(火),28日(水)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：5月6日(木),7(金),10日(月)～16日(日）
予備日：17日(月）

予選：大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンステニス
クラブ、緑テニスガーデン

予選：10月20日(水)22日(金),25日（月）～29日(金）
予備日：11月1日(月),2日(火)、4（木）

本戦：大宮けんぽグラウンド
 11 月 15 日(月),17 日(水)～19 日(金), 21 日(日) 
～23 日(火)　予備日25日（木）

予選：8月12日（木）～14日（土)
予備日:8月15日(日)

本戦：8月16日（月）～22日（日）
予備日：23日（月）, 24日(火)，25日(水)

男女1部：各大学テニスコート

男女2部以下：各大学テニスコート

予選：11月28日（日）～11月30日（火）

本戦：12月1日（水）～12月5日（日）

予選：大宮けんぽグラウンド
予選： 2 月 14 日(月)、16 日(水)～18 日(金)、21 
日(月)、24 日(木)、25 日（金）、28 日（月）
予備日： 3 月 2 日(水)、3 日(木)

出場制限有(大会要項に記載)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦： 3 月 7 日(月)、9 日(水)～11 日(金)、16 
日（水）、17 日（木）
予備日： 3 月 18 日（金）

本戦ドロー抽選：3月5日(土)

予選：大宮けんぽグラウンド
ブロック予選：3月7日(月)、9日（木）、10日(金）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　予備日：3月11日(金)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：3月14日(月)、16日（水）、17日（木）、18日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　予備日：21日（月）

指導者フォーラム 中止

強化合宿 中止 　

新規大会 中止 　

　

主将主務会議 Zoom 6月19日(日) 兼関東大学テニスリーグエントリー

男子7部・女子5部ブロック抽選会 学連事務所 8月1日(月) 関東大学テニスリーグ関連会議

強化事業日程

四日市テニスセンター 全日本学生テニス連盟主催大会

各種会議日程

中止

11月7日(日)～15日(月 )
予備日：11日(月）,12日（火）

2021年度　　　　　　　　　　　　　　　
　　ステップアップテニストーナメン
ト大会

対象：2次予選出場の経験がない
選手                  　                              

          シングルスのみ 

2021年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

2021年度
全日本学生室内テニス選手権大会

2021年度
関東学生新進テニス選手権大会

2021年度
全日本学生テニス選手権大会

1部校で王座出場校決定トーナメン
トを開催。

全日本学生テニス連盟主催大会

全日本学生テニス連盟主催大会

2021年度事業報告

大会日程

2021年度度関東大学テニスリーグ

愛媛総合運動公園

江坂テニスセンター
新館

2021年度
関東学生テニストーナメント大会

2021年度
関東学生テニス選手権大会

本戦ドロー抽選：5月1日（土）

本戦ドロー抽選：11月6日(土)



（2021年1月1日～2021年12月31日）

連盟登録費 3,010,000 全日加盟金（学校） 830,500

選手登録費 11,911,500 全日加盟金（選手） 4,554,300

部長監督会費 1,510,000 部長監督会費 1,510,000

協賛金・賛助金 828,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 683,130 システム管理費 3,308,250

地代家賃 2,200,000

役員経費 2,253,410

強化費 0

事務用品費 113,355

その他経費 1,255,694

（小計） 17,942,630 （小計） 16,050,509

新進戦 0 新進戦 0

春関 7,684,660 春関 7,200,881

夏関 6,662,000 夏関 4,470,973

リーグ戦 427,500 リーグ戦 301,905

秋季リーグ 0 秋季リーグ 0

ステップアップ 0 ステップアップ 0

大会共通費 472,678

（小計） 14,774,160 （小計） 12,446,437

4,219,844

合計 32,716,790 合計 32,716,790

関東学生テニス連盟

2021年度幹事長　　　霜村良祐

2021年度会計　　　足立理帆

2022年　3月　26日

大
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関東学生テニス連盟　
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管

理

費

大

会

費

用

2021年度会計報告

収支報告書



）



大会名 会場 日程 備考

予選：大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンス、緑テニ
スガーデン、泉中央テニスガーデン

予選：4月19日(火)～26日(火）
予備日： 27日（水）,28日(木)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：5月9(月)～15日（日）
予備日：16日(月）～17日（火）

予選：大宮けんぽグラウンド,立川ルーデンス、緑テニ
スガーデン、泉中央テニスガーデン

予選：6月15日（水）～22日（水）
予備日：23日（木）、24日（金）、25日（土）、26日（日）

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：9月21日（水）～9月27日（火）
予備日：28日（水）, 29日(木)

予選：8月11日（木）～13日（土)
予備日:8月14日(日)

本戦：8月15日（月）～8月21日（日）
予備日：22日（月）, 23日(火)

男女1部：未定

男女2部以下：未定

予選：12月4日（日）～12月6日（火）

本戦：12月7日（水）～12月11日（日）

予選：各大学テニスコート 予選：2月上旬～中旬 出場制限有(大会要項に記載)

本戦：各大学テニスコート 本戦：2月下旬 本戦ドロー抽選：未定

2022年度　　　　　　　　　　　　　　　　
　ステップアップテニストーナメント
大会

各大学テニスコート
ファーストステージ3月上旬　　　　　　　　　　　　　　　　　
　セカンドステージ3月中旬　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ファイナルステージ3月下旬

対象：2次予選出場者以外

指導者フォーラム 未定 未定 対象：未定

第31回関東大学対抗テニス選手権
大会

予選・本選１・２R、順位決定トーナメント：各大学テニ
スコート
本選SF・F：未定

予選（リーグ戦）：10月29日（土）、30日（日）、11月5日
（土）、6日（日）
予選予備日：11月12日（土）、13日（日）
決勝トーナメント：11月19日（土）、20日（日）、23日（水
）、26日（土）
予備日：11月27日（日）、28日（月）、29日（火）

強化合宿 未定 　

新規大会 未定 未定 　

　

主将主務会議 未定 5月下旬予定 兼関東大学テニスリーグエントリー

男子7部・女子5部ブロック抽選会 未定 未定 関東大学テニスリーグ関連会議

本戦ドロー抽選：5月1日（日 ）

本戦ドロー抽選：8月6日（土）

全日本学生テニス連盟主催大会

全日本学生テニス連盟主催大会

2022年度事業計画

大会日程

2022年度度関東大学テニスリーグ

愛媛総合運動公園

江坂テニスセンター
新館

強化事業日程

四日市テニスセンター 全日本学生テニス連盟主催大会

各種会議日程

下部校ブロック予選：8月22日（月）～31日（水）
リーグ戦：8月28日(月)～9月11日(月)　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　入れ替え戦：男子18日(日)女子
19日(月)

10月7日(木)～12日(水)
予備日：13日(木）,14日（金）

2022年度
関東学生テニストーナメント大会

2022年度
関東学生テニス選手権大会

2022年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

2022年度
全日本学生室内テニス選手権大会

2022年度
関東学生新進テニス選手権大会

2022年度
全日本学生テニス選手権大会



大会名 会場 日程 備考

予選：大宮けんぽグラウンド　　（火曜日のみ立川ルー
デンス、緑テニスガーデン、泉中央テニスガーデンを
使用）

予選：4月13日(水)～20日(水)
予備日： 21日（木）,22日(金)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：5月6日(金)～9(月),11日(水)～15日（日）
予備日：16日(月）,17日（火）

予選：大宮けんぽグラウンド　　（火曜日のみ立川ルー
デンス、緑テニスガーデン、泉中央テニスガーデンを
使用）

予選：10月26日（水）～28日（金）、31（月）、11月2日（
水）、4日（金）、7日（月）、9日（水）
予備日：11月10日（木）、11月11日（金）

本戦：大宮けんぽグラウンド
本選：11月16日（水）～18日（金）、21日（月）24日（木）
～26日（土）
予備日：11月27日（日）、28日（月）

予選：8月11日（木）～13日（土)
予備日:8月14日(日)

本戦：8月15日（月）～21日（日）
予備日：22日（月）, 23日(火)

男女1部：未定

男女2部以下：未定

予選：12月4日（日）～12月6日（火）

本戦：12月7日（水）～12月11日（日）

予選：各大学テニスコート 予選：2月上旬～中旬 出場制限有(大会要項に記載)

本戦：各大学テニスコート 本戦：2月下旬 本戦ドロー抽選：未定

2022年度　　　　　　　　　　　　　　　　
　ステップアップテニストーナメント
大会

各大学テニスコート
ファーストステージ3月上旬　　　　　　　　　　　　　　　　　
　セカンドステージ3月中旬　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ファイナルステージ3月下旬

対象：2次予選出場者以外

指導者フォーラム 未定 未定 対象：未定

強化合宿 未定 未定 　

新規大会 未定 未定 　

　

主将主務会議 未定 5月下旬予定 兼関東大学テニスリーグエントリー

男子7部・女子5部ブロック抽選会 未定 未定 関東大学テニスリーグ関連会議

2022年度
関東学生新進テニス選手権大会

強化事業日程

各種会議日程

2022年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

愛媛総合運動公園
10月7日(木)～12日(水)
予備日：13日(木）,14日（金）

全日本学生テニス連盟主催大会

2022年度
全日本学生室内テニス選手権大会

江坂テニスセンター
新館

全日本学生テニス連盟主催大会

2022年度
全日本学生テニス選手権大会

四日市テニスセンター 全日本学生テニス連盟主催大会

2022年度度関東大学テニスリーグ

下部校ブロック予選：8月22日（月）～31日（水）
リーグ戦：9月1日(木)～15日(木)　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　入れ替え戦：男子24日(土)女子25日
(日)

2022年度事業計画

大会日程

2022年度
関東学生テニストーナメント大会

本戦ドロー抽選：4月30日（土）

2022年度
関東学生テニス選手権大会

本戦ドロー抽選：11月19日（土）



（2022年1月1日～2022年12月31日）

連盟登録費 2,900,000 全日加盟金（学校） 797,500

選手登録費 10,500,000 全日加盟金（選手） 3,990,000

部長監督会費 1,450,000 部長監督会費 1,450,000

協賛金・賛助金 800,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 652,800 システム管理費 3,000,000

地代家賃 2,200,000

役員経費 2,335,280

強化費 1,000,000

事務用品費 100,000

その他経費 1,830,000

（小計） 16,302,800 （小計） 16,727,780

新進戦 0 新進戦 0

春関 7,397,000 春関 7,244,680

夏関 6,579,000 夏関 6,752,950

リーグ戦 2,100,000 リーグ戦 890,000

秋季リーグ 825,000 秋季リーグ 290,000

ステップアップ 1,788,000 ステップアップ 2,087,560

大会共通費 1,310,657

（小計） 18,689,000 （小計） 18,575,847

(311,827)

合計 34,991,800 合計 34,991,800

関東学生テニス連盟

幹事長　　　 牛窪悠貴

3/26/2022
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2022年度予算案



ステップアップの反省と次大会での注意 

 

反省点。 

 

・会場割の掲載が遅くなってしまった 

 

・試合結果に間違いがあった。 

 

今回初のステップアップをやらせていただいたのですが、参加者の皆様のおかげでスムーズに試合を行うこと

ができました。誠にありがとうございました。 

これらの反省を生かして次回のステップアップではよりスムーズに試合が行えるよう取り組みます。 

 

次大会での注意 

 

これ以降は、ステップアップの反省をふまえ主将、主務の皆様に今後の大会において協力していただきたい

点です。各校、主将、主務の皆様から各部員に必ずお伝えください。 

 

・エントリー受付終了ぎりぎりに走ってくる方 



 

・ゴミの置き忘れ 

 

・試合会場と違う場所でエントリーをしてしまう方 

 

・遅延連絡が遅すぎる 

 

・健康管理を忘れている 

 

これら三つがどの大会でも多く見られます。エントリーには時間に余裕を持ってきてください。ぎりぎりにきてエ

ントリー閉め切ってから文句を言う方がいますので、やめてください。ゴミの置き忘れが多く、学連の皆さんが

片付けをしてくれています。自分のゴミは自分たちで捨ててください。よろしくお願いします。試合場所とは違

う場所でエントリーをしてデフォがありますので、しっかりとご確認ください。遅延連絡が遅い傾向がるので、

なるべく早く連絡してください。今回の大会で健康管理デフォがたくさんありました。次回の大会では忘れず

にお願いします。 

 



2022 年度関東学生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 

共催         東京都テニス協会 

協賛  HEAD Japan 

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 2022年 4月 19日(火)～26日(火) 予備日 4月 27日(水),28日(木) 

        本戦 2022年 5月 9日(月)～15日(日) 予備日 5月 16日(月),17日(火) 

        ※状況によって日程変更の可能性あり。 

会場：大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンステニスクラブ、泉中央テニスガーデン、緑

テニスガーデン 

使用球  HEAD TOUR XT 

本戦ドロー数 MS96 MD48  WS96 WD48 

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 

レフェリー  西野 大成  (慶應義塾大学 3年) 

ディレクター 齋藤 耀成 (東京国際大学 3年) 

エントリー方法 別紙参照 

予選ドロー発表  4月 15日(金) 関東学生テニス連盟HP上にて 

会場割発表 4月 17日(日) 関東学生テニス連盟 HP上にて 



本戦ドロー抽選 5月 7日(土)  関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表    

予定 

 9日(月) 10日(火) 11日(水) 12日(木) 13日(金) 14日(土) 15日(日) 

MS 1R 2R 3R 4R QF SF F 

MD 1R  2R 3R QF SF F 

WS 1R 2R 3R 4R QF SF F 

WD 1R  2R 3R QF SF F 

開始時刻 9:00 

 

 (注)本大会は 2022年度全日本学生テニス選手権大会の選考大会として開催されます。 

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。 



 

2022 年度 関東学生テニストーナメント大会のポイントについて 

 

 

新 2,3,4 年生 

 春関、夏関、インカレ、インドア、全日本選手権 

 

新 1 年生 

 インハイ、全日本ジュニア、全日本選手権 

 

 



2022 年度関東学生テニストーナメント大会 

・日程 

予選 4/19～26 日 

予備日 27 日、28 日 

本戦 5/9～15 日 

予備日 16 日、17 日 

・会場 

大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンステニスクラブ、泉テニスガーデン 

・コンソレ 

ショートセットファイナルスーパータイブレーク（デュースありファイナル４ゲームオー ルタイブレイク） 

・本戦インカレダイレクトイン 

 関東学生テニスンキングの順位 

・本戦追加金  

初戦の前に本部にてエントリーをし、その際に本戦追加金をお釣りのないように持ってき て下さい。 ・領収書は 

LINE にてご依頼ください。試合会場では発行しません 

・考慮 

後日決まり次第、Google フォームと一緒にお知らせします。 



2022 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 2022 年 6 月 15 日(水)～22 日(水) 

           予備日 23 日(木),24 日(金)、25 日（土）、26 日（日）     

本戦 9 月 21 日（水）～9 月 26 日（月） 

    予備日 27 日（火）、28 日（水） 

会場 大宮けんぽグラウンド、立川ルーデンステニスクラブ、泉中央テニスガーデン、緑テニスガ 

ーデン 

※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  河原 寿威 （専修大学 3 年） 

ディレクター  齋藤 耀成 （東京国際大学 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。 

 9/21（水） 

 

9/22（木） 

 

9/23（金） 

 

9/24（土） 

 

9/25（日） 

 

9/26（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。 



義務買いのお知らせ 

 

今年度も下記の通り関東学生テニス連盟(以下、当連盟)の全加盟大学を対象とした｢義務買い｣を

行います。必ず事前に必要金額を、当連盟管理システムで指定した決済方法に従い、期限内にお振込

み下さい。 

 

日時 

4月 9日(土)、 

男子 1 部・2 部・…11 時～11 時半 男子 3部 4 部…11 時半～12 時 男子 5 部 6 部…12 

時～12 時半 男子 7 部校 頭文字あ～な…13 時半～14 時半男子 7 部校 頭文字は～わ

…14時半～15時半 

  

4月 10日（日） 

女子 1 部・2 部・…11 時～11 時半 女子 3部、4 部…11 時半～12 時 

女子 5 部校の頭文字あ～な…12 時半～13 時半 女子 5 部校の頭文字は～わ…13 時半～

14 時半 

会場  当連盟事務所 

  〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-6-9    

神田第 2 アメレックスビル 7階 

詳しいアクセスは当連盟 HP上に掲載しております 



 

必要費用  1．学校登録費 20,000円 

2．部長監督会登録費 10,000円 

3．年間要項代 1,500円(1冊当たり) 

4．JTA テニスルールブック代 1,500円(1冊当たり)×2冊＝3000円 

 

JTA テニスルールブックは各大学最低 2 冊以上の購入を必須とさせて頂きます(追加で複数冊個購

入することも可能です)。 

何らかの理由で義務買いを欠席される場合は、4 月 8 日 12:00 までに当連盟のメールアドレス

(kanto.gakuren@gmail.com)へ必ず御連絡下さい。宜しくお願い致します。 

 

必要費用の決済は、2022 年度関東学生テニストーナメント大会のエントリーを行う前に管理システム

から行ってください。決済期限は 2022年 4月 5日(火)と致します。期限を過ぎての入金は認めませんの

で御注意下さい。 

 

当日は、17時に事務所を閉めさせて頂きます。男女指定された時間に遅れの無いようお越しください。 



新規登録及び 2022 年度関東学生テニストーナメント大会 

エントリーについて 

 2022年度関東学生テニストーナメント大会（以下、春関）開催にあたって新規登録、及び春関のエ

ントリー受付を行います。いずれの手続きも関東学生テニス連盟(以下、当連盟)HP上で行い、「学校

ID」と「パスワード」が必要となります。（その際、ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないで下さい。）また、

学校のネット環境からでは正しく情報が送信できない場合があります。一般のネット環境で手続きをする

ことを推奨します。 

 

１．新規登録及びエントリー期間 

3 月 23日（水）～4月 5日（火） 

 

２．新規登録方法 

上記期間内に「選手管理」のページの「選手新規登録申請」より新しく入部した選手の登録を申請

して下さい。 

2021年度の戦績がある選手は 4月 3日(日)までに当連盟ホームページ上の「新 1年生戦績申

請メールフォーム」にインハイ、全日本 Jr.の良い戦績を正しく入力して申請して下さい。また、全日本

選手権に出場された方は、その戦績も入力して下さい。未申請の場合、シードが付かなくなりますの

で御注意下さい。2021年内に開催された国際大会の戦績も入力してください。 

＊単複分かるように、戦績は詳しく分かりやすく入力してください。申請出来る戦績は 2021年度



の戦績のみです。 

＊新 1年生に関しまして、既に入学・入部が決定している学生につきましては、2022年 3月 31

日(木)までに入学年月日を 2022年 4月 1日、0年生で行ってください。 

4月 1日以降に新 1年生を登録する場合は、学年を 1 年生で登録を行ってください。 

＊在校生は改めて新規登録を行わないで下さい。過去の戦績が削除され、ポイントが消えてしまう

恐れがございます。御注意下さい。 

 

３．エントリー方法 

上記期間内に「大会エントリー」より手続きを行って下さい。 

＊エントリー期間外のエントリーは如何なる場合でも受け付けません。 

＊入金完了をもってエントリー完了となります。余裕をもってエントリーを行ってください。 

 

 

 

４．登録選手の整理 

① 選手一覧を参照し卒業生欄に○がある選手がいる場合、卒業年月日を確認し削除を行って

ください。 

② 緊急連絡先、主将、主務、学連(いる場合)の登録が正しいか確認し、誤っていた場合あるい

は未登録の場合は必ず正しい登録を行ってください。 

 

５．新入生のポイント確認・訂正申請期間について 



新入生のポイント訂正日を 4 月 5 日（火）とします。必要事項を学連のメールアドレス

（kanto.gakuren@gmail.com)に送ってください。期限厳守でお願いします。 

＜必要事項＞ 

・学校名 

・名前 

・性別 

・間違った戦績、単複、ポイント、→正しい戦績、単複、ポイント 

＊注意点＊ 

戦績に関しては、どの大会で、ベストいくつで、ポイントはいくつか、詳細に書いてください。合計ポイン

トだけをご連絡頂いても訂正出来ません。 

学連からの返信を受け取れるアドレスからメールを送ってください。 

知り合いに学連がいる場合は、学連に伝えても構いません。 

 

 

mailto:kanto.gakuren@gmail.com


新規登録・登録更新及び 2022年度関東学生テニストーナメント大会

エントリー費用・本戦追加金支払方法について 

 

1．新規登録・登録更新費用 

1名 5,000円 

 

2．エントリー費用 

シングルス：1名 3,500円 

ダブルス ：1組 3,500円 

 

3．費用支払方法について 

当連盟管理システムより指定した決済方法に従い、新規登録・登録更新費用，エントリー費用の

必要金額をお振り込み下さい。振込期日は 4 月 5 日(火)です。入金完了をもって、エントリー完了

と致しますのでご注意ください。 

＊学校登録費・個人登録費・部長監督登録費・年間要項代・ルールブック代を全て 

支払いの上、大会エントリーを行ってください。 

  ＊期間外のエントリーは如何なる場合でも受け付けません。 

  ＊関東学生テニス連盟規約により、一度納入された登録料、エントリー費はいかなる場合も

返金できません。 

 



4. 本戦追加金、本戦追加金支払方法について 

 シングルス：1名 2000円 

 ダブルス ：1組 2000円 

 

 今大会の本戦追加金は新進同様、試合会場でお支払ください。本直者も本戦追加金の支払

いが必要になりますので御注意ください。 



関東学生テニスポイントランキング規定 

1. 目的 

本規定による関東学生テニスポイントランキング（以下ランキングと称す。）は、関東学生テニス連盟（以下本連盟と

称す。）主催の大会に出場する選手の選考順位、及びその他の大会運営に役立てるとともに、学生テニス界における

公正な競技環境の構築に資することを目的とし関東学生テニストーナメントポイント（以下ポイントと称す。）により定

める。 

2. 対象選手 

ランキングは、本連盟の規約に定められた加盟校に所属し選手登録を行い、本連盟や全日本学生テニス連盟主催の

大会、および本連盟が承認するトーナメントに参加した選手を対象とする。 

3. 対象大会 

①  関東学生テニストーナメント大会 

②  関東学生テニス選手権大会 

③  関東学生新進テニス選手権大会 

④  全日本学生テニス選手権大会 

⑤  全日本学生室内テニス選手権大会 

⑥  全日本テニス選手権大会 

⑦  全国高等学校総合体育大会 

⑧  全日本ジュニア選手権大会 

⑨  その他の大会（ATP・WTA・ITF 国際大会、地域大会等） 

4. ポイント 

（１） 各対象大会（対象大会⑦ ⑧ ⑨を除く。）のポイントは、別表の通りとする。 

本戦の各グレードとも、戦績による配分率は 2 位→優勝者の 3/4、Best4→同  1/2、Best8→同  1/4、Best16→同

1/8、Best32→同 1/16、Best64→同 1/32、Best128→同 1/64 とする（小数点以下四捨五入）。 

（２） 対象大会① ② ③ ④ ⑤ の一次予選・二次予選の各優勝者は、その優勝予選ポイ

ントを得た上で勝ち上がることができる。 

（３） 対象大会① ② ③ ④ ⑤のラッキールーザーとして本戦出場した選手は、最終予選

のポイントを得ることができない。 

（４）対象大会① ② ③ ④ ⑤ では、BYE，W.O.が 1 つまたは連続して 2 つ以上あった選手が初戦で負けた場合

は、負けたラウンドから 1 つ戻ったラウンドのポイントが与えられる。1 回戦BYE、2 回戦敗者の場合、1 回戦敗者のポ

イントになる。予選についても同様とする。 

（５） 対象大会① ② ③ ④ ⑤ の１回戦不戦敗選手は、その大会のポイントを得ることはできない。 

（６） 対象大会⑦ ⑧のポイントは、別表の通りとする。 

（７） 過去 1 年間試合に出場していない選手は、過去 2 年間で獲得したポイントの 1/2 をランキング計算に用いるこ

とができる（小数点以下切捨）。同様に過去 2 年間試合に出場していない選手は、過去 3 年間で獲得したポイント

の 1/4 をランキング計算に用いることができる（小数点以下切捨）。 

（８）その他ポイントに関し特別な事案が生じた場合は、その都度本連盟常任幹事会で協議する。 

5. ランキング順位の決定 



ランキング作成時から過去 1 年間に開催された対象大会に出場し、そこで得た当該ポイントを加算した合計ポイントの

多い者を上位、同位の場合はタイとする。 

6. 入学前の戦績 

対象大会⑦ ⑧ ⑨ の戦績は、入学した年の関東学生テニストーナメント大会終了時まで有効と

する。なお本大会の本戦出場者は、次に行う関東学生テニス選手権大会まで有効期間を延長

する。 

7. シード順位の決定 

（１） ランキング順位上位の選手をシード順位上位とする。 

（２） ランキング順位同位の場合は、常任幹事による各大会開催前のシード会議で

その順位を決定する。 

（３） 対象大会で出場大会数が３に満たない選手は、シード会議で承認が得られた場合のみ

対象大会以外の公式大会の戦績をポイントとして加算することができる。 

このポイントは、大会レベル等を考慮し理にかなったものでなければならない。

また、このポイントは、ランキング順位に反映されない。 

（４） 対象大会⑦ ⑧ ⑨ において、特別の理由（通信高校生や ITF 大会等）で出場が出来なかった選手は、

シード会議の承認が得られた場合のみ対象大会以外の公式大会の戦績をポイントとして加算することができる。ただし、

入学予定の部の責任者が当該選手の入学前の三月末日までに本連盟幹事長へ申請する。申請がない選手は対象

としない。 

（５） ダブルスのシード順位はエントリー締め切り時点の最新の合計ランキングに基づく。 

１人だけがランキング保持者のペアの場合もシード対象とする。 

8. 適用 

（１） ランキング順位は原則として、大会全日程終了後 2 週間以内に発表する。 

（２） 関東学生新進テニス選手権大会終了時のランキングを毎年度の最終ランキングとして発表する。 

（３） シード順位は原則として、シード会議後発表する。 

（４） シード順位は原則として、発表の時点で最終のものとする。 

（５） 本規定は年度末に行う主将主務会議の承認により改定することができる。 

平成 19 年 12 月 9 日改正 

平成 31 年 4 月 1 日改正 

2020 年 3 月 22 日改正 

2021 年 3 月 27 日改正 

2022 年 3 月 26 日改正 
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