
○ 主　　催 中国テニス協会

○ 主　　管 山口県テニス協会    周南市テニス協会

○ 公　　認 財団法人　日本テニス協会

○ 協   　賛 (株)ダンロップスポーツ　　 ＳＲＩスポーツ（株）

○ 期　　日 平成２３年８月１５日(月)～８月２１日(日)

　※　男子３５・４０・４５・５０・５５歳以上は，平成23年8月15日（月）～19日（金）

　　　男子60歳以上は，平成23年8月15日（月）～20日（土）

　　　その他の種目は，平成23年8月15日（月）～21日（日）

　　　各種目とも参加数により初日が遅くなることがあります。

○ 会　　場 キリンビバレッジ周南庭球場[(旧称)周南市庭球場] （砂入り人工芝　１８面）

山口県周南市大字徳山４０５－１　周南緑地公園内

○ 種　　目 年齢区分及び参加制限

　参加数に制限なし。

男子 女子 男子 女子

単・複 － 単・複 単・複

単・複 単・複 単・複 単・複

単・複 単・複 単・複 単・複

単・複 単・複 単・複 －　複

単・複 単・複 単・複 －

※注意事項

1）シングルス、ダブルスの両種目に出場する選手は、年齢の異なる種目には出場できません。
　 ただし、シングルスのない７５歳以上女子はこの限りではありません。

2）申込みは、単複それぞれを一種目とする。

3）各種目とも申込みが４ドローに満たない場合は不成立とし、試合を行いません。

4）ドロー会議後の出場取り消し、及び、ダブルエントリー等の違反による失格者には参加料

　 を返却しません。

○ 使用球 ダンロップフォートホワイト（1試合2球 セットチェンジ、但しダブルスのファイナルセットは除く）

○ 参加資格

○ 参加料 申込時に郵便局にて、参加料を次の要領でお支払いください。

シングルス1人、ダブルス1組につき、それぞれ 10,100円

※ダブルスの参加料については、ペアーのいずれかの方が取りまとめてお支払いください。

　本大会は、ワンコイン制度対象大会です。参加に当たり、参加料とは別にワンコイン制度として

金１００円を負担願います。

【払込先】

ワンコイン制度ホームページ　　　　http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin/
お問い合わせ      (財)日本テニス協会   　onecoin@jta-tennis.or.jp

○ 試合方法 シングルスは「ザ･ベスト･オブ･3タイブレークセットマッチ」とします。　

ダブルスはファイナルセットのみマッチタイブレーク（10ポイント）とします。

全種目ノーアドバンテージスコアリング方式で行います（「JTAテニスルールブック2011」参照）

セットブレーク方式を採用します。全種目ともファイナルセットに入る場合には、一方からの申し出

により５分間の休憩を認めます。

審判はセルフジャッジとし、ロービングアンパイヤを配置します。

各種目決勝のみSCU方式で行ないます。

雨天等により変更する場合があります。

◇７５歳以上[1936/12/31以前出生]

◇８０歳以上[1931/12/31以前出生]

平成２３年度　第５５回中国ベテランテニス選手権大会
≪テイジンベテランＪＯＰ制度 [グレードD１] 対象大会≫

開　催　要　項

種　　目
◇３５歳以上[1976/12/31以前出生]

◇４０歳以上[1971/12/31以前出生

◇４５歳以上[1966/12/31/以前出生]

◇５５歳以上 [1956/12/31以前出生]

種　　目
◇６０歳以上[1951/12/31以前出生]

◇６５歳以上[1946/12/31以前出生]

(参加料10,000円＋ワンコイン制度金100円）

（財）日本テニス協会加盟の各都道府県テニス協会加盟団体に登録し、かつ、（財）日本テニス協会
に2011年度の選手登録を行ったアマチュア登録者、及び競技者規程による（財）日本テニス協会
2011年度プロフェッショナル登録者。

ワンコイン制度は(財)日本テニス協会により制定された制度で日本のテニス発展のために選手及

びジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの運営を中心に地域トレー

ニングセンターの整備等への資金を、大会参加者に広くご負担頂く制度です。「ナショナルト

レーニングセンター(ＮＴＣ)及び「ワンコイン制度」について詳しくはＨＰをご覧ください。

　℡：0834-28-0656   

◇７０歳以上[1941/12/31以前出生]

　　●通信欄　・・・　大会名（中国ベテラン選手権）・出場種目・選手名・所属  

②参加料の振替払込請求書兼受領証のコピーを申込書の裏面に貼付してください。 

①ゆうちょ銀行または郵便局に備え付けの払込取扱票に必要事項を記入してください。

　　●口座記号および番号　・・・　０１３８０－４－５３５６７　

　　●加入者名　・・・　中国テニス協会　

◇５０歳以上[1961/12/31以前出生]



○ 申込期限 平成２３年７月８日(金) 必着 （電話・FAXによる申込は受け付けしません。）

○ 申込方法 参加料を払込後、所定の申込用紙に必要事項記入のうえ、郵送にてお申し込みください。

1）参加の種目別等必要事項は明確に記入してください。

2）大会申込みに際して、(財)日本テニス協会の選手登録のお知らせの【登録№・名前・有効期限】が

　が印字されている部分のコピーを、未登録の選手は大会申込日までに選手登録の手続きを済ませ、

　「払込票兼受領証」のコピーを必ず大会申込書に貼り付けて提出してください。

　（貼付のない場合は受付しません。）

3）所定の申込用紙を必ずご使用ください。

　用紙が不足の場合は,中国テニス協会ホームページからダウンロードいただくかコピーしてください。

4) 登録番号を正確に記入されていないとベテランJOPポイントが与えられない場合があります。

○ ドロー会議 日　時 ： 平成２３年７月１８日(祝) １０時より

場　所 ： キリンビバレッジ周南庭球場会議室

○ 選考結果 1）平成２３年７月２５日(月)頃に、仮刷りドローをホームページに掲載し希望者へ発送します。

○ その他 1）本トーナメントは、すべてのプレーヤーを公平に扱います。

2）本要項は､天候等やむを得ない事情により変更することがあります。

3）試合進行等によりナイターとなる場合もありますので、ご了承ください。

4）日程の都合等で、1日に２シングルス・１ダブルス、あるいは１シングルス・２ダブルスを

　実施することがあります。

5）大会期間中の事故・負傷については応急処置をしますがその他の一切の責任は負いません。

6）ルールおよび服装については<JTA　テニスルールブック 　２０１１>を適用します。

10）宿泊については，次のホテルをオフィシャルホテルとします。

　各ホテルへ「中国ベテランテニス参加」とお伝え頂き，直接ご予約のうえご利用ください。

　　・東横イン徳山駅新幹線口

山口県周南市千代田町２－７ TEL：0834-32-1045　　 FAX：0834-32-1047 

　　・ホテルルートイン徳山駅前

山口県周南市本町1－35 TEL：0834-27-1117 FAX：0834-27-1115

　　・ホテルサンルート徳山

山口県周南市築港町8-33 TEL：0834-32-2611 FAX：0834-32-2619

　オフィシャルホテルへは，オフィシャルインフォメーションボード（公式掲示版）を設置します。

○要項発表年月日 ２０１１年（平成23年）　５月16日

○ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾚﾌｪﾘｰ

トーナメントレフェリー 森田　美香

【申込先】

8)　出場取消しは、本人より必ず欠場理由を記載した文書を中国テニス協会にお送りください。（本人のサイン
あればＦＡＸ可）病気又は怪我による場合は、大会終了までに医師又は病院の発行する証明書を提出してくださ
い。

　　　　　　　　中国テニス協会　　中国ベテラン　係

２) インターネットの手段がなく郵送を希望される方は、表に住所・氏名、裏に参加種目を書いた返信
用封筒＜Ａ４サイズ (角形２号 24cm×33cm)140円切手貼付＞を同封してください。

　　〒732-0052　広島市東区光町二丁目９－３０　竹本ビル ３０５号

９）ベテランJOPランキングに掲載されている所属と違う所属で出場される場合は、必ず日本テニス協会へ変更
届を提出してからお申込ください。

URL：  http：//chugoku-ta.jp

中国テニス協会〒732-0052　広島市東区光町二丁目9-30　竹本ビル 305号


Tel：０８２－２９８－３８０７　Fax：０８２－２９８－３８０８  Email：office@chugoku-ta.jp

本大会申込書に記載いただいた個人情報については、年齢基準の確認・大会プログラムへの掲載・大会資料・ランキ
ング作成資料・次年度以降の大会案内の送付に使用します。また、大会の選考結果、ドロー等を当協会のホームペー
ジに掲載します。その他、個人情報については、本人の同意を得ることなく第三者には提供しません。

 【申込用紙へ記入の注意】

道重　　衛トーナメントディレクター 

7) シードはすべての種目において、ドロー会議時点の最新のベテランJOPで決定します。



＊必要事項をすべて記入､又は、○で囲んでください。
＊２０１１年度の選手登録を完了の上、申し込み下さい。

平成23年７月８日(金)必着

該当種目を○で囲んでください

ﾌﾘｶﾞﾅ

（西暦）

(旧姓)

所属団体 都  道

名称 府  県

本人の

現住所

TEL: FAX:

昼間連絡先 TEL: 携帯:

最新JOP

ランキング

申込み方法 次の①②を中国テニス協会（〒732-0052　広島市東区光町二丁目9-30　竹本ビル305号）へ郵送　平成23年7月8日必着

①申込書（参加料払込受領書（郵便振替）のコピーを貼付）

②選考結果が必要な場合は返信用封筒（角形2号封筒に140円切手貼付し住所・氏名・種目を記入したもの）

※選考結果は中国テニス協会ホームページで発表します。結果通知の必要でない方は返信用封筒は不要)

参加料払込 要項記載の通り、事前に郵便振替によりお支払いください。

平成２３年度　中国ベテランテニス選手権大会申込書
（テイジンベテランＪＯＰ対象大会）

氏 名

50歳以上 55歳以上男 子

女 子 45歳以上

ｱﾏﾁｭｱ選手

シングルス

35歳以上 45歳以上

65歳以上

65歳以上 70歳以上

70歳以上

  　　　　 年　　　　月　　　　日(  　　    歳）

60歳以上

ﾃﾆｽ協会
※都道府県
協会に加盟し
ている団体で
あること

55歳以上

登録No.

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ選手

※

(　　　　　　　　)

40歳以上

60歳以上

登録No.

生年月日

加盟ﾃﾆｽ
協会

コピーを貼付

※JTAから送付されている２０１１年度選手登録のお知らせ
の【登録№・名前・有効期限】が印字されている部分の

入金確認

ベテラン

〒　　 　-

貼付のない場合は受付いたしません

（2011年度登録のお知らせが届いていない場合は、2011年度
登録料を支払った際の振込票兼受領証のコピーを貼付）

受付

75歳以上 80歳以上

40歳以上 50歳以上

協会使用欄

　　　　　　　（　　　　）歳以上　　　（　　　　)月度　　　　　　　位　　　　　　　　　　　

※参加料払込受領書（郵便振替）

のコピーは裏面に貼付ください。



＊必要事項をすべて記入､又は、○で囲んでください。
＊２０１１年度の選手登録を完了の上、申し込み下さい。

該当種目を○で囲んでください

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

(旧姓) (旧姓)

所属団体 所属団体

名称 名称

加盟ﾃﾆｽ 都道 加盟ﾃﾆｽ 都道

協会 府県 協会 府県

本人の 本人の

現住所 現住所

TEL: TEL:

TEL: TEL:

携帯: 携帯:

最新JOP 最新JOP

ランキング ランキング

申込み方法 次の①②を中国テニス協会（〒732-0052　広島市東区光町二丁目9-30　竹本ビル305号）へ郵送　平成23年７月8日必着
①申込書（参加料払込受領書（郵便振替）のコピーを貼付）
②選考結果が必要な場合は返信用封筒（角形2号封筒に140円切手貼付し住所・氏名・種目を記入したもの）
※選考結果は中国テニス協会ホームページで発表します。結果通知の必要でない方は返信用封筒は不要)

参加料払込 要項記載の通り、事前に郵便振替によりお支払いください。

受付

協会使用欄

入金確認

女 子

〒　　 　-

生年月日     　　 年　　　月　　　日(      　歳）

※都道府県
協会に加盟
している団体
であること

氏 名

平成２３年度　中国ベテランテニス選手権大会申込書

ダブルス (１組１枚)

ｱﾏﾁｭｱ登録No.

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ登録No.

ｱﾏﾁｭｱ登録No.

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ登録No.

生年月日

氏 名

男 子 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上

昼間の
連絡先

昼間の
連絡先

（テイジンベテランＪＯＰ対象大会）

平成23年７月８日(金)必着

〒　　 　-

(　　　　　　　)

※

本　　人

55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上

65歳以上 70歳以上55歳以上 60歳以上

パートナー

75歳以上 80歳以上

75歳以上40歳以上 45歳以上 50歳以上

※

ﾃﾆｽ協会ﾃﾆｽ協会

(　　　　　 )歳以上 　　  月度　　  月度 　　　　位 　　　 　　　　　　　　位(　　　　　 )歳以上

※都道府県
協会に加盟し
ている団体で
あること

    　　 年　　　月　　　日(      　歳）

(　　　　　　　)

※JTAから送付されている２０１１年度選手登録証のお知らせ

コピーを貼付

貼付のない場合は受付いたしません

本人分

の【登録№・名前・有効期限】が印字されている部分の

（2011年度登録のお知らせが届いていない場合は、2011年度

登録料を支払った際の振込票兼受領証のコピーを貼付）

※JTAから送付されている２０１１年度選手登録証のお

知らせ の【登録№・名前・有効期限】が印字されている

部分の コピーを貼付

（2011年度登録のお知らせが届いていない場合は、2011年度 登

録料を支払った際の振込票兼受領証のコピーを貼付）

パートナー分

※参加料払込受領書（郵便振替）の

コピーは裏面に貼付ください。
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