
 

 

 

※本大会は延期大会となりますのでダブルエントリー対象外となります 
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運営協力 株式会社 ティー・エス・ジャパン 

 

会場 豊島区立三芳グランド 

    埼玉県入間郡三芳町上富 382-1 
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本大会は延期大会となりますのでダブルエントリー対象外となります 

大会 要項 

12/19 12/26 12/27 12/28 1/1

土 土 日 月 金

男子S ○ ○ △ △

女子S ○ ○ △ △

男子S ○ ○ △ △

女子S ○ ○ △ △

男子S ○ ○ △ △

女子S ○ ○ △ △

男子S ○ ○ △ △

女子S ○ ○ △ △

本戦

　　※エン トリー 数に よ っては予備日を 使用す る こともあ ります のでご了承下さい 。※ナ イ ター 使用の場合があ ります 。

    ○　開催日　　△　予備日

U-12

U-14

U-16

U-18

日程

 

【会 場】  豊島区立三芳グランド内テニスコート  埼玉県入間郡三芳町大字上富 382-1 

     (お問い合わせ先) TEL 049-259-9397  サーフェス：砂入り人工芝コート 

【種 目】  各年代別 男女シングルス。 本戦 各種目 32ドロー 

【参加資格】 各大会の年齢制限を超えない方。＊（関東テニス協会にジュニア登録している方） 

     異なる年齢の 2種目にエントリーすることは出来ません。 

          18歳以下（2003年 1月 1日以降出生の男女） 16歳以下（2005年 1月 1日以降出生の男女） 

    14歳以下（2007年 1月 1日以降出生の男女） 12歳以下（2009年 1月 1日以降出生の男女） 

【試合方式】  トーナメント戦。 

本戦(1Ｒ～準決勝まで)：１セットマッチ（6－6タイブレーク）デュース有り 

＊本戦：決勝のみ 3セットマッチ（6－6タイブレーク）ノーアドバンテージ 

【参加費】   5,500円 (税込) 

【申込締切】  11月 30日（月） 

【ドロー発表】 12月 7日（月）  

       ドロー発表は、三芳グランドホームページ及び http://www.jop-tennis.com/  

【試合球】   ダンロップフォート ITF・JTA公認試合球 ＊1セットマッチ ボールチェンジ 

【申込方法】  ネットエントリーをご利用ください http://www.jop-tennis.com/会員規約確認 → 会員登録  

→ 会員番号とパスワード取得 → 大会を選択 → お申込 →ドロー発表・集合時間確認→ 

 ペーパレス決済→大会出場 

 【キャンセル】 締切日 24：00までは会員サービスのエントリー＆決済履歴でキャンセル、種目変更が出来ます。 

         大会欠場：申込み締切日以降の欠場届は FAX049-259-7772へお送りください。 

【支払方法】  ドロー発表を確認後、選考された選手は「ログイン→会員サービス→履歴を見る」より必ず 

       期日までに支払い手続きを済ませてください。(手数料 330円)  

【支払期限】    12月 14日(月) 24:00 

＊締切日以降はキャンセル出来ません。選考された選手は欠場の場合もお支払いが発生します。 

【表 彰】     優勝、準優勝、ベスト 4。全員に参加賞。 

【その他】     ＊本大会は天候等やむを得ぬ事情により、日程や試合方法を変更する場合がございます。 

          日程変更の確認は豊島区立三芳グランド HP  http://tsjpn.com/tournament/ 

またはフェイスブック https://www.facebook.com/miyoshigよりご確認ください。 

【大会役員】   ディレクター：丸山 一隆 レフェリー：三上 雅章 アシスタントレフェリー：長内 健太郎 

          (大会本部連絡先：080-3201-1716) 

【協 賛】    株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

http://www.jop-tennis.com/
http://www.jop-tennis.com/


 三芳グランド ジュニア公認大会注意事項  

～参加選手・父兄・コーチの皆様へ～ 

１、時間 厳守：選手の方は、試合開始時刻までにプレーのできる服装で本部へ出席を届けてください。 

集合時刻までに出欠の届出のない選手は棄権とします。 

 

２、雨天の場合：悪天候による試合開始の判断は、大会開始１時間前の時点でレフェリーが判断いたします。 

        豊島区立三芳グランド HP http://tsjpn.com/tournament/ または 

フェイスブック https://www.facebook.com/miyoshig をご覧になるか電話で応対致します。 

但し、電話でのお問い合せにつきましては、伝達事項の行き違いによる失格等の救済は 

一切できません。ご了承の上会場へお問い合せください。大会本部：080-3201-1716 

               :雷が遠くで鳴った場合でも選手の安全を考慮して試合を中断する場合があります。 

 

３、日程 確認：各自試合終了後に次の試合及び大会日程に変更がないか必ず確認してください。 

                本要項にある日程や試合方法等は、参加人数や天候等により変更する場合があります。 

 

４、ダブルエントリーに関して： 

今大会は延期大会となりますのでダブルエントリー対象外となります。 

 

５、欠場に関して：欠場届けは、各種目初日の前日 17：00までに提出してください。 

欠場届受付はＦＡＸ又は三芳グランドクラブハウスでの受付になります。 

FAX：049－259-7772   到着確認 049-259-9397までお願いします。 

 

６、怪我について: 競技中の疾病、傷害などの応急処置は行いますが、その後の責任は主催者側では負いません。 

ご了承の上お申し込みください。 

 

７、交通手段について： 

      ※今大会は駅からの無料送迎バスの運行はございません。ライフバスをご利用ください。 

東武東上線鶴瀬駅西口ロータリーより路線バス ライフバス（有料 220円）があります。 

お車の方は東京方面からの場合、関越自動車道 所沢 IC より 10分程度、群馬方面からの場合 

三芳スマート ICより 6分程度で到着します。(渋滞考慮なし) 

無料駐車場 50台分有ります(土日祝は混雑する可能性があります) 

 

８、その他：・実年齢区分より 2区分以上、上の年齢種目に出場してもポイントは反映されません。 

・10歳以下の選手は 14.16.18歳の種目に出場はできますがポイントはつきません。 

・本大会は関東テニス協会ジュニアトーナメントペナルティー（罰則）規定を採用します。 

・大会情報開示に必要な選手氏名、所属などを WEBその他に掲載しますので予めご了承ください。 

また、試合中コート内にて写真撮影を行うことがありますので、ご了承願います。なお、 

その画像ならびに大会記録についての権利は、すべて主催者に帰属するものと致します。 

９、コロナウイルス感染防止対策 

      ・当大会はコロナウイルス感染防止対策を行いながら大会を開催します。 

      ・各自、3密を避けるようご配慮ください。 

      ・会場内ではブレー中の選手以外はマスクを着用してください。 

      ・受付時に豊島区体育施設利用にあたっての同意書の提出が必要となります。 

事前に検温が必要となりますのでご協力をお願いいたします。 

      ・万が一、感染が拡大して周辺状況が変化した場合は中止になる場合があります。 

       その場合はご了承ください。 

http://tsjpn.com/tournament/
https://www.facebook.com/miyoshig
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豊島区立体育施設利用にあたっての同意書　【個人用】

入館時刻　　　　予定退館時刻
利用日時 令和　2　　年　　　月　　　日（　　　）

私は、豊島区立体育施設を利用するにあたって、以下のように報告し、内容に同意いたします。

利用施設・場所 三芳グランド 庭球場

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。

※該当する項がある場合は施設の利用を見合わせていただくようお願いします。

【利用日とその2週間前までの体調等について】

（　　　）　　　　－　　　　

住　所

フリガナ

氏　名

連絡先（電話番号）年齢 利用日体温

フリガナ 年齢 利用日体温

（同伴者　氏名）

（同伴者　氏名）

【利用時】
遵守・同意
事項

※全ての項に
☑を選択

してください。

利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと

施設利用前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

十分な距離の確保（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

＊周囲の人となるべく距離（できるだけ２ｍ以上）を空ける

位置取りの注意

＊可能であれば前後一直線にではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取る

運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと

タオルの共用、飲料の回し飲みはしないこと

運動終了後は、速やかに退室、退館いただくこと

利用終了後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、

施設管理者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

感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置を遵守し、施設管理者の指示に

従うこと

※上記の事項を守らない場合、また施設管理者の指示に従わない場合は、利用をお断りすることがございます。

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。

マスクを持参すること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や、

会話をする際にはマスクを着用すること）

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

※個人情報については、保存期間経過後、施設管理者の責において廃棄いたします。

講じるために、ご記入いただくものです。

※本書は仮に施設利用者の中から新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、濃厚接触者の把握など必要な措置を

【利用前】
確認事項

※該当する項に
☑を選択

してください。

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）を感じる。

嗅覚や味覚の異常がある。

体が重く感じる、疲れやすい等の感覚がある。

新型コロナウイルス感染症陽性とされたものとの濃厚接触がある。

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。

平熱を超える発熱状態である。

（同伴者　氏名）

フリガナ 年齢 利用日体温

フリガナ 年齢 利用日体温

豊島区役所　学習・スポーツ課
【2020/07/01版】



豊島区立三芳グランドまでの交通案内

電車の場合　　

東武東上線　鶴瀬駅よりライフバス(路線バス)　約15分

お車の場合

東京方面から　関越自動車道　所沢ICより約10分

新潟方面から　関越自動車道　三芳スマートICより約6分

豊島区立三芳グランド　案内図



平日 時 休日 平日 時 休日 平日 時 休日

55 5 30 6 00※ 6

25　55 6 55 30 7 30 10※ 7 10※

25　(45) 7 25 35※ 8 35※ 45※ 8 45※

05　40 8 05　40 (00※) 9 9

30※帰り 9 30※帰り 10 10

30※行き 10 30※行き 20※ 11 30※ 30※ 11 30※

11 45※ 12 45※ 12

20※帰り 12 20※帰り 13 30※ 13 30※

00※帰り 13 00※帰り 15※ 14 15※ 14

00※行き 14 00※行き 15 15

00※帰り 15 00※帰り 30※ 16 30※ 20※（セ） 16 20※（セ）

16 40 17 40 50※（セ） 17 50※（セ）

00※行き
45

17
00※行き

45
55 18 55 18

35 18 35 19 20※ 19 20※

10　55 19 10　55 0 20 0 50※ 20 50※

35 20 35 0 21 0 21

10　50 21 10　50 0 22 0 05※ 22 05※

(35) 22 (35)

（それ以外の時刻は経由しません）

始発〜14:00まで左回り循環、15:00より右
回り循環です

22:35は、帰路 飯能信用金庫前止まりで
す

9:(00)は土曜日は運休します

上記 ※の時刻は三芳役場経由です

（それ以外の時刻は経由しません）

鶴　瀬　駅　西　口　発

上記 ※の時刻は三芳役場経由です

（セ）はセントラル病院経由、それ以外は
上富経由です

【4】鶴瀬駅西口～三芳中学校経
由・西原住宅循環線

【5】鶴瀬駅西口～三芳中学校経
由・みずほ台駅西口折り返し線

【6】鶴瀬駅西口～（A上富・Bセン
トラル病院 経由）ふじみ野駅西

口折り返し線

西原住宅行き みずほ台駅西口行き ふじみ野駅西口行き

7:(45)は土曜日は運休します

上記 ※行き の時刻は西原循環往路、※
帰り の時刻は西原循環後帰路に三芳役
場を経由します



ふじみ
野

鶴
瀬

東
武
東
上
線

川
越
街
道

みずほ台
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西ノ原中央公園
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ふじみ野駅西口

みずほ台駅西口
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大日本印刷前

みずほ台駅入口

関沢二丁目

三芳郵便局前

みふじ幼稚園入口

藤久保信号

飯能信用金庫前

浄水場入口

下組
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三芳中学校

三芳小学校

西原住宅

北永井
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ケアセンター前

桜荘前

三芳役場

通西

埼玉スポーツセンター前

運動公園入口

芝原

竹下工業前

正電社前東草橋

三芳合金前東草

角屋

上富小学校

中組

多福寺

木ノ宮

みよし園
田畑園

関越トンネル

セントラル病院

宮前

宮本

三芳団地
入口

鈴兼米穀

吹上

中ノ久保

北新埜

ライフバス
三芳営業所前

平野

中原

エーキドー

森の里団地前

三協前

すずらん住宅

羽生山住宅

東入間警察入口

東久保

永久保交差点

八軒家

1
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7

5

6

6A

6B

7

4
5
6
7

ライフバス
運行路線図
運 賃

（ 小 人 ¥ 1 1 0 ）乗車時前払い

※小人料金は小学生以下の方にのみ適用させていただきます。

1

4

5

6A

6B

7

鶴瀬駅西口～三芳・北永井循環線

鶴瀬駅西口～三芳中学校経由・西原住宅循環線

鶴瀬駅西口～三芳中学校経由・みずほ台駅西口折り返し線

鶴瀬駅西口～上富経由・ふじみ野駅西口折り返し線

鶴瀬駅西口～セントラル病院経由・ふじみ野駅西口折り返し線

鶴瀬駅西口～北永井経由・ふじみ野駅西口折り返し線


