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冠スポンサーとして「JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR」に協賛

当社は、2021 年 4 月より、全国ジュニアテニスツアー「JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR」
の冠スポンサーとして協賛することになりましたのでお知らせいたします。
JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR は、全国各地で開かれる約 250 大会（予選）に加え、
全国大会が 3 大会開催され、年間で延べ約 15,000 人が出場する国内最大級のジュニアテニ
スツアーです。
当社は、本ツアーの全大会を「EDION JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR」として協賛い
たします。また、秋の全国大会、ITF ジュニア、ATF ジュニア、公認ベテラン大会、賞金付
き公認大会を「EDION CUP」*としてスポンサードいたします。
本ツアーの協賛を通じて、スポーツの振興・発展に貢献してまいります。

【冠スポンサー概要図】

*「EDION CUP」
：国際テニス連盟（ITF）公認ジュニア⼤会（18 歳以下）、アジアテニス連
盟（ATF）公認ジュニア⼤会（14 歳以下）、全国ジュニアテニスツアー全国⼤会、⽇本テニ
ス協会（JTA）公認⼀般⼤会（男⼥総額賞⾦200 万円）、⽇本テニス協会（JTA）公認ベテラ
ン⼤会となります。

【EDION JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR 概要】
大会概要
（全国ツアー）

北海道から九州まで、全国各地で約 250 大会開催するジュニ
ア大会群。国内でもっとも大きな、ルールが画一化されたジュ
ニアテニス大会。週更新の独自のランキングシステムも保有。
３つの全国大会につながる予選でもある。
ツアーのコンセプトは、
「マナーの習得」
「ルールの習得」
「多
くの経験」

開催期間

2021 年 4 月 1 日〜2022 年 3 月 31 日（一年間）

参加者

年間約 15,000 人が出場

参加資格

10 歳、12 歳、14 歳、16 歳、18 歳以下男女

EDION CUP Japan Junior Tennis Tour Finals
全国から、EDION JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR
大会概要
の優勝、準優勝選手が出場。その年の最後の全国大会。
ビギナーの全国大会も併設。
開催期間

2021 年 11 月 20 日〜2021 年 12 月 5 日（各土日開催）

参加者

国内外のトップジュニア選手（男女 200 人）が出場

参加資格

10 歳、12 歳、14 歳、16 歳、18 歳以下男女

EDION CUP ITF Junior Tennis Tournament
大会概要

国際テニス連盟公認、18 歳以下の世界ランキング対象ジュニ
ア大会。ウインブルドンや全豪オープンなど、グランドスラム
ジュニアにつながる。

開催期間

2021 年 11 月 27 日〜2021 年 12 月 3 日

参加者

国内外のトップジュニア選手（男女 100 人）が出場

参加資格

18 歳以下男女（世界ランキング上位から選出）

EDION CUP ATF Junior Tennis Tournament（week1）
アジアテニス連盟公認、14 歳以下男女のアジアランキング対
大会概要
象ジュニア大会。月曜から金曜まで勝敗に関係なく毎日試合
が行われる「14 歳以下のジュニアテニスの鍛錬の場」
開催期間
2021 年 11 月 1 日〜2021 年 11 月 5 日
参加者

国内外のトップジュニア選手（男女 100 人）が出場

参加資格

14 歳以下男女

EDION CUP ATF Junior Tennis Tournament（week2）
アジアテニス連盟公認、14 歳以下男女のアジアランキング対
大会概要
象ジュニア大会。月曜から金曜まで勝敗に関係なく毎日試合
が行われる「14 歳以下のジュニアテニスの鍛錬の場」
開催期間
2021 年 11 月 8 日〜2021 年 11 月 12 日
参加者

国内外のトップジュニア選手（男女 100 人）が出場

参加資格

14 歳以下男女

EDION CUP JTA Tournament（賞金付きプロツアー）
大会概要
山梨県テニス協会主催：SPORTS SUNRISE 主管
公益財団法人 日本テニス協会公認 グレード J1-5
開催期間

2021 年 12 月 7 日〜2021 年 12 月 12 日（予定）

参加者

国内のトップ選手（一般）150 人が参加。

参加資格

国内のプロ、アマチュア選手

EDION CUP JTA ベテランテニストーナメント
大会概要
山梨県テニス協会主催：SPORTS SUNRISE 主管
公益財団法人 日本テニス協会公認 グレード E1
開催期間
2021 年 10 月 23 日〜2021 年 10 月 29 日（予定）
参加者

国内のベテラントップアマチュア選手 100 人が参加。

参加資格

国内のベテランプロ、アマチュア選手
35 歳、40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳
75 歳、80 歳、85 歳男女
以
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