
   [グレードC] 

新型コロナウイルス感染症の影響により内容変更や中止となる事があります。予めご了承ください。

また新型コロナウイルス感染症対策を行います。必ずご協力の程、宜しくお願い致します。

※　「 JTAの健康情報情報アプリ HeaLoヒーロ 」 を 利用します。

○ 主　　催 中国テニス協会

○ 主　　管 山口県テニス協会    周南市テニス連盟

○ 公　　認 公益財団法人 日本テニス協会

○ 後　　援 周南市

○ 協   　賛 株式会社 ダンロップスポーツマーケティング　

○ 期　　日 2022年(令和4年)1月31日(月)～2月7日(月)予備日：8日（火）

（各種目ごとの日程はドロー会議にて決定します）

○ 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　℡：0834-28-0656

○ 種　　目 年齢区分及び参加制限

35歳以上 1987年12月31日以前出生 35歳以上

40歳以上 1982年12月31日以前出生 40歳以上

45歳以上 1977年12月31日以前出生 45歳以上

50歳以上 1972年12月31日以前出生 50歳以上

55歳以上 1967年12月31日以前出生 55歳以上

60歳以上 1962年12月31日以前出生 60歳以上

65歳以上 1957年12月31日以前出生 65歳以上

70歳以上 1952年12月31日以前出生 70歳以上

75歳以上 1947年12月31日以前出生 75歳以上

80歳以上 1942年12月31日以前出生 80歳以上

85歳以上 1937年12月31日以前出生 85歳以上

年齢基準が当初と変わっています。

出場種目の変更がある場合は種目変更届を提出してください。

※注意事項

1）規程の申込者を超えた場合は、JTAベテランJOPで選考します。 　　 

　　選考外の選手は補欠となります。

2）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。

3）申込みは、単複それぞれを一種目とする。

4）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。

5）参加申込締め切り後の出場取り消し、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（1試合2球 セットチェンジ、但し１０Pマッチタイブレークは除く）

新規でご出場を希望する選手は、下記申込方法（2 ページ目）をご確認ください。

に参加される選手は再度の手続きは必要ありません。日程変更に伴い参加できない選手は、エン

トリー締切日（12/15）までにキャンセル届をスポーツサンライズ社宛にFAX して下さい。

参加料支払い済みの方でキャンセルされる方は返金処理依頼書(別紙)を中国テニス協会へ送付

してください。

また、年齢基準が替わるため出場種目の変更がある場合は種目変更届を提出してください。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、8月16日スタート予定だった大会を令和３年１月に日程変更して開催し

ます。延期日程での開催のため、8月に開催予定だった大会の発表済のドロー、日程表は取り消しとなり、新要項発表、

再度の受付と日程表、ドロー作成となります。

【申込について】→　8月の大会に申し込みされた選手は、申込継続となっています。そのため、１月に延期後の日程
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○ 参加資格 （公財）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所属し、かつ（公財）日本テニス

協会に2021年度のベテラン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（公財）

日本テニス協会2021年度プロフェッショナル登録者。※ＪＴＡのベテラン登録が必要です。

○ 参加料 シングルス1人、ダブルス1組につき、それぞれ 10,100円

（参加料10,000円＋ワンコイン制度金100円）

（エントリー手数料550 円が別途かかります。※単複同時エントリーの場合は 550 円のみです。）

　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。

○ 試合方法 全種目の試合を２タイブレークセット&ファイナルセット マッチタイブレーク（10ポイント）とします。

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2021」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の休憩は10分間とします。

審判はセルフジャッジとし、ロービングアンパイアを配置します。各種目決勝のみSCU方式とすることがあります。

雨天等により変更する場合があります。

○ 申込方法 ① ネットエントリー　JOP TENNIS．COM（http://www.jop-tennis.com/V/ ）にアクセス

・会員番号とパスワードでログイン→大会を選択→お申し込みください。

   会員番号をお忘れになった場合は、TEL：042-580-4601（平日１０時～16 時）迄お問い合わせ下さい。

・会員番号をお持ちでない方は、会員規約をご確認後、新規会員登録をお願い致します。

   登録が完了しますとメールで会員番号とパスワ－ドが届きます。

・申し込み後は必ず通知メールか「エントリー＆決済履歴」で必ずエントリ－されたことをご確認下さい。

② FAX エントリー　ＦＡＸ：042-580-4602（24 時間受付）

・所定の申込書（http://www.jop-tennis.com/V/  に掲載）に必要事項を記入頂き、 FAX でお送り下さい。

・送信後はTEL：042-580-4601（平日10時～16 時）でご確認をお願いします。

※単複同時にエントリ－いただいた場合は手数料は５５０円のみです。

　（単複別々にエントリーいただいた場合はそれぞれに５５０円の手数料がかかります。）

③  2021 年度ベテラン選手未登録者またはﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ選手未登録者は、申込締切迄に必ず登録手続きを

済ませ、エントリーの際に登録料支払済みの振込用紙をスポーツサンライズまで FAX してください。

④ エントリー方法についてご質問がある方は、スポーツサンライズにお問合せください。

（TEL 042-580-4601 平日10時～16 時）

○ キャンセル エントリーを取り消す場合は、締切日までにスポーツサンライズ宛に FAX（042-580-4602）をお送りください。

お電話・メールでのキャンセルはお受けできません。

FAX 送信後は必ず到着確認のお電話をお願いします。（TEL 042-580-4601 平日10時～16 時）

※締切日を過ぎた欠場の場合は、ＦＡＸ：082-298-3808　へ届け出て下さい。

○ 支払方法 ドロー発表後、スポーツサンライズよりお送りする決済伝票で、伝票記載期限内にお支払いください。

締切日を過ぎると、いかなる場合でも伝票でのお支払いが必要です。

※ダブルスの参加料については、代表者様へ決済伝票をお送りします。

○ 申込期限 2021年(令和３年)12月15日(水) 必着

日　時 ： 令和３年12月２1日(火) １０時より山口県テニス協会で開催します。

選考及びドロー作成は、１２月発表のベテランJOPに基づき行います。

○ ドローの発表

○ 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）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。

5）ルールおよび服装については<JTAテニスルールブック ２０２１>を適用します。

6）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。

○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

○要項発表年月日 ２０２１年（令和３年）　9月1日

○ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾚﾌｪﾘｰ

トーナメントレフェリー

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
ホームページ：中国テニス協会　http://chugoku-ta.jp  山口県テニス協会　http://ytennis.net/

出本　健一　

福島　敏夫トーナメントディレクター 

２) インターネットの手段がなく郵送を希望される方は、中国テニス協会に表に住所・氏名、裏
に参加種目を書いた返信用封筒（長形3号）＜８２円切手貼付＞を同封してください。

○ ドロー会議

1）令和３年12月２７日(月)頃にドローを中国テニス協会・山口県テ
ニス協会のホームページ、及びJOP TENNIS.COMに掲載します。



少しでも体調不良を感じた場合、参加をお控えください。

コロナ対策のため大会前後のスクリーニングに、ＪＴＡの健康情報情報アプリHealoを

使用します。協力をお願いします。

【参加する前に注意すること】

　２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。

○ 発熱や風邪の症状がある方

○ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方

○ 咳、痰、胸部不快感のある方

○ 嗅覚・味覚に異常を感じる方

○ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合

○ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

○ 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発表されている

国・地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある方

○ その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方

【参加当日の注意事項】

会場で定められた感染防止対策規則に従ってください。

・ こまめな手洗い(30秒以上を徹底いただくようお願いします。

・ 試合前および試合間の待ち時間には他の人との距離を保つようお願いします。

（目安2m。最低1m。） また、大きな声での会話は慎んでください。

・ マスク着用はマスク熱中症の懸念もあるので状況判断の上、適宜着脱をお願いします。

なお、受付時等には必ず着用するようにしてください。 

【試合中の注意事項】

・ プレー中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、

息苦しさを感じたらすぐに外してください。

・ ペア同士のハイタッチ、近距離での作戦会議等は控えてください。

・ 試合後の握手は禁止とします。 お辞儀等で済ませてください。

【試合後の注意事項】

・ 長時間の滞在は遠慮願います。試合終了後は会場を離れていただくようお願いします。

・ ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰りください。

第６５回中国ベテランテニス選手権大会
新型コロナウイルス感染感染防止対策に関する注意事項とお願い
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