
 

 

 

 

 

 

 

テニストーナメントの安全な運営には、テニスのルールを理解し、選手のコンディショニングに精通し、安全

管理や応急処置ができ、英語でのコミュニケーションができるテニストレーナーが不可欠で、その資質にも、よ

り高度なレベルが求められてきています。JTA 認定テニストレーナー（JTA-CTT）制度は、こうした現場に要請に

応えるために日本テニス協会が 2020 年度より導入をしているもので、BLS（一次救命処置）資格はもとより、国

家医療資格者や日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーを含む公的資格保持者にテニスに特化した講

習を受けて頂き、テニストレーナーとして日本テニス協会が認定するものです。 

今までテニスのサポート活動をされてきた方、これからテニスにかかわる活動をお考えの方など、一定の資格

と実績を有している方を対象とした「認定講習会」をスポーツ振興くじ助成によりオンラインで開催すること

となりましたので、ご案内いたします。 

主  催 公益財団法人 日本テニス協会 

受講期間 2023 年２月１日（水）〜 2023 年 3 月 12 日（日）（オンデマンドによる e-learning） 

受講対象者 

JTA 認定テニストレーナー講習の受講資格として下記 1）と 2）の条件を満たすことが必要です。 
１）BLS (一次救命処置) 認定資格保有者（必須資格） 

BLS 資格認定機関は問いませんが、AHA のガイドライン 2015 以上に準拠した CPR 技術と AED の使用方法、及
び運動器外傷・障害その他の応急手当に関して、４時間以上の実技講習を受講し、認定証を取得しておくことが必
要です。有効な期限内の認定証の確認をいたします。 

２)以下の①または②のいずれかに該当する者。 
①以下の国家医療従事者資格のうち、1 つ以上を保有する者 

a. 鍼師・灸師 
b. あんまマッサージ指圧師 
c. 柔道整復師 
d. 理学療法⼠ 
e. その他 当協会が認めたもの 

②認定資格 
a. 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー（JSPO-AT） 
b. 諸外国のトレーナー相当資格（NATA、CATA など） 
c. その他 当協会が認めたもの 

受 講 料 本認定セミナーの受講料は無料です 

認定登録料 
認定登録には認定登録料 30,000 円（3 年間有効）の支払いが別途必要です 
その後 3 年毎に認定更新講習会受講および認定更新料 30,000 円が必要となります 

申し込み 
受講方法 

認定手続き 

1. 2 月 1 日までに下記 URL の「会員登録」ボタンから JTA メンバーシップ新規会員（アカウント）に登録ください。 
https://jta-membership.jp/ 
※2 月 1 日以降もアカウント登録は可能ですが、e ラーニング受講の受講期限が 3 月 12 日ですので、お早めに
アカウント登録をお願いいたします 

2. 2 月 1 日から e ラーニング申し込みが可能となりますので、既に登録したアカウントを使用して、JTA メンバーシップ
にログインしてください。 
※なお、e ラーニング受講およびミニテスト合格期限が 3 月 12 日となっておりますので、お早めにお申込みください。 

3. ログイン後の操作 
下記マイページメニューの「各種募集」メニューをクリックし、JTA 認定テニストレーナー講習会の情報が表示されてい
ることを確認し、「申込」ボタンをクリックしてください。 
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4. 申込⼊⼒画⾯にて、下記情報をアップロードし、申込完了画⾯まで進みます。 

①資格条件１）BLS 資格認定証の画像（本人⽒名、発⾏機関、有効期限が分かるようにしてください） 
   ②資格条件２）に該当する資格情報を記⼊（資格名、本人⽒名、発⾏年月）  

※申込完了時点では e ラーニングを受講開始できません。JTA 事務局の承認後、メールにて e ラーニング受講可
能のお知らせをお申し込みされた日の翌日に受講可能になるように手続きいたします。 

5. JTA 事務局の承認後、no-reply@jta-membership.jp のメールアドレスから、アカウント登録時に登録された
メールアドレス宛に、件名︓「【JTA-membership】申込承認のご案内」というメールが届きます。この時点で e ラ
ーニング受講可能となりますので、JTA メンバーシップにログインしてください。 

6. ログイン後、マイページ画⾯に表示されている「申込中のイベント」から JTA 認定テニストレーナー講習会を選択し、
申込情報照会画⾯を表示します。 

 
7. 申込情報照会画⾯に表示されている「e ラーニングを受講する」ボタンをクリックすると、e ラーニングシステムの受講

画⾯が表示されますので、JTA 認定テニストレーナーe ラーニングコースを選択し、受講を開始します。 
8. 3 月 12 日 までにコース受講を完了し全てのミニテストを全問正解とすることで合格となります。 

合格後、資格申請を実施する必要がございますので、日程に余裕をもって受講を完了させてください。 
9. 完了してから一定時間経過後、no-reply@jta-membership.jp のメールアドレスから、アカウント登録時に登

録されたメールアドレス宛に、件名︓「【JTA-membership】受講結果通知」というメールが届きます。 
この時点で、認定登録料の支払い可能となりますので、JTA メンバーシップにログインしてください。 



10. 3 月 12 日までに、下記マイページメニューの「資格」項目の「保有資格」メニューをクリックし、資格登録申請を進め
てください。 

11. 申請後、認定登録料の請求書が発⾏されますので、認定登録料の 30,000 円をコンビニでの振込を完了させてく
ださい。 

12. 本協会常務理事会において、修了者報告（認定通知）がなされ、本登録完了となります。 
13. 4 月 1 日より、JTA メンバーシップのマイページにて JTA-CTT 募集、各情報等、運用開始。e ラーニング申込時

と同様に、マイページメニューの「各種募集」メニューから募集情報を確認できます。 
 

 

 

 

 

 

 

  

■受講に関する問い合わせ︓ JTA 事務局 担当︓渡邉（わたなべ）、諸岡（もろおか） 

 iji@jta-tennis.or.jp     （※メールのみの対応となります）  
 

■JTA メンバーシップのシステム操作に関する問い合わせ 
下記サポートサイトにアクセスいただき、画⾯下部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。 
https://jta-membership.nf-support.jp/member/ 
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 講義タイトル 時間(分) 担当講師 

① JTA-CTT ガイダンス（認定制度について） 15 村⽊良博 JTA-CTT 医事委員会  

② JTA 理念について（ガバナンスコード関連） 15 高橋 甫 JTA 常務理事 

③ JTA 医事委員会について 15 別府諸兄 医事委員会委員⻑ 

④ テニスの競技特性 30 ⼤原泰次郎 JTA 審判委員会 

⑤ テニスのルール（メディカルルール他） 30 ⼤原泰次郎 JTA 審判委員会 

⑥ テニスの安全対策（EAP の作成） 30 村⽊良博 JTA-CTT 医事委員会 

⑦ テニスにおける外傷・障害 60 別府諸兄 医事委員会委員⻑ 

⑧ テニスにおける感染症対策と熱中症対策 30 中田 研 医事委員会副委員⻑ 

⑨ テニスとアンチドーピング 30 北條達也 アンチドーピング委員会 

⑩ 
トーナメントトレーナーの活動① 
（⼤会派遣について概要） 

30 藤原俊輔 JTA-CTT 

⑪ 
実技 
トーナメントトレーナーの活動② 

90 
⼤瀧祐市 JTA-CTT 
伊藤咲子 JTA-CTT 

⑫ 
実技 
救急処置と搬送 

30 宇治野藍 JTA-CTT 

⑬ 
実技 
テニスに必要なテーピングテクニック①「足関節」 

60 村⽊良博 JTA-CTT 医事委員会 

⑭ 
実技 
テニスに必要なストレッチング 

30 
能 由美 JTA-CTT 
⼤瀧祐市 JTA-CTT 

⑮ JTA-CTT に必要な基礎英会話 30 吉田明代 JTA-CTT 

⑯ テニスの体⼒トレーニング 30 魚田尚吾 JTA 強化サポート委員会 

  555 分 
※講義タイトルは変更になる場合があります 
※講師は予告なく変更になる場合があります 
※各講義の時間はおおよその目安です 


