
 
 

2020 年 7月 29 日 

 

JTT/J1/J2 大会 

JTA ベテランツアー大会 

JTA ジュニアランキング対象大会 

主催者各位 

 

公益財団法人日本テニス協会 

専務理事 福井 烈 

普及育成本部長 西村 覚 

 

 

JTA 公式トーナメントの自粛勧告解除のお知らせ 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「JTA 公式トーナメントの開催についてのお知らせ」

として、3 月 31 日に、JTT/J1/J2 大会及び JTA ベテランツアー大会に関する勧告、4月 1日

には JTA ジュニアランキング対象大会開催に関する勧告を発信し、さらにその期間を 7 月

31 日までに延長してきました。 

4 月 7日に出された感染症緊急事態宣言は、5 月 25 日に解除され、同時に「移行期間にお

ける都道府県の対応について」として、各種イベントの再開にむけた指針が示されることで、

プロスポーツをはじめとした、スポーツ活動も段階的に再開されてきました。 

ATP、WTA からも 8 月以降の大会後のランキング計算ルールが発表され、JTA ランキング

への反映も見込める状況です。 

そこで、現在 7月 31日までとしている JTA 公式トーナメント（JTT/J1/J2 大会、JTA ベテ

ランツアー大会、JTA ジュニアランキング対象大会）の開催自粛勧告を解除します。 

 

しかしながら、首都圏を中心として一定数の感染者発生が見られ、予断を許さない状況と

言えます。地域・都道府県により感染者の発生状況に大きな違いが見られることから、国及

び地方自治体から発信される情報を把握しその指示に従うと共に、トーナメントの開催に

あたっては慎重に検討することを求めます。 

また、開催にあたっては別途公開の「JTA 公式テニストーナメント再開ガイドライン」を

参照すると共に、地域・都道府県の医事委員会と密に連絡を取りながら、開催地の実状に合

った形で十分な感染症対策を求めます。 

 

記 

 

 JTA 公式トーナメント（JTT/J1/J2 大会、JTA ベテランツアー大会、JTA ジュニアランキン

グ対象大会の一部）の開催中止・延期勧告を本年 7 月 31 日で解除する。 

 

以上 



令和 2 年 7 月 29 日 
 

 
関係者各位 
 

公益財団法人日本テニス協会 
専務理事        福井 烈 
普及育成本部長 西村 覚 

 
 
 

国内公式大会再開に向けて、JTA ランキングの再開について 

 
JTA では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年 4 月 1 日～7 月 31 日まで、国

内公式大会の中止・延期勧告を通達してまいりました。 
その後、日本国内での緊急事態宣言の解除、移動制限の解除、また、国際大会の再開も決定し

たことを受け、国内公式大会においても 8 月 1 日より、各主催者の皆様には、感染予防対策を行
った上で、大会を開催していただくようお願いいたします。 

この国内公式大会の再開を受け、凍結しておりました JTA ランキングについても、下記の通り、
順次再開することにいたしました。 

〇7 月 31 日に、最新ランキングとして、2019 年 4 月第 14 週～2020 年 3 月第 13 週までの 52
週間の大会を集計したランキングを発表します。 
（2020 年第 14 週発表のランキングと対象大会は同じ） 

〇4 月 7 日時点で、2020 年度の選手登録更新手続きを行わず、ランキングから消えていた選手
は、前日の 7 月 30 日までに更新手続きを完了し、かつ有効なポイントがあれば、ランキング
に復活します。 

〇国内大会再開後は、8 月 25 日付第 34 週から、週次ランキングを再開します。 
〇今後の集計は、JTA からの大会中止・延期勧告期間の 2020 年 4 月～7 月の対応週として、

2019 年 4 月～7 月までを、2021 年の同週が適用されるまで、ランキングに反映します。 
例：8 月 25 日付ランキングでは、2019 年 4 月第 14 週～7 月第 31 週までの大会と、2019 年

8 月第 34 週～2020 年 3 月第 13 週までと、2020 年 8 月第 31 週～第 32 週の大会を集計
します。 

〇2021 年 8 月第 33 週ランキングをもって、2020 年第 31 週～2021 年第 30 週の大会の集計と
し、これ以降は、通常の過去 52 週の集計となります。 

 
ご不明な点は、下記 JTA ランキング担当にお問合せください。 

JTA ランキング担当メールアドレス: ranking@jta-tennis.or.jp 
 

以上 

mailto:ranking@jta-tennis.or.jp
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令和 2年 7月 29 日 

 

日本ベテランツアー大会 

主催者各位 

 

公益財団法人日本テニス協会 

専務理事 福井 烈 

普及育成本部長 西村 覚 

 
 
国内ベテラン大会再開に向けて、日本商業開発㈱ベテラン JOP ランキングの再開について 
 

「JTA 公式トーナメントの自粛勧告解除」に伴いまして、凍結しておりました日本商業開
発㈱ベテラン JOP ランキングについて、下記の通り、再開します。 

尚、重ねてのお願いになりますが「JTA 公式トーナメントの自粛勧告解除のお知らせ」に
も明記しました通り、十分に感染予防対策を行い、選手、関係者の方々の安心・安全を担保
した上で、大会を開催していただくようお願いいたします。 
 
☆8 月 14 日に、最新ランキングとして、2020 年７月 31 日付のランキングを発表します。 
☆8 月 31 日付以降のベテランランキングは、従来通り翌月上旬発表を再開します。 
☆新型コロナウイルス感染拡大防止対策として 2020 年中止となった大会については、2019

年大会のポイントが 12 ヵ月（52 週間）延長して反映されます。 
ポイント反映の期限は 2019 年大会終了時点から 24 か月（104 週間）となります。 
（2020 年大会終了予定月にかかわりなく 2019 年大会終了時点からの延長となります。） 

※ポイント加算に関する注意点 
＊中止大会について 

・2019 年大会終了月から 24 カ月(104 週間)以内に、同一大会が開催された場合は 
 最新大会のポイントに入れ替わりランキングに反映されます。 
・2019 年大会終了月から 24 カ月(104 週間)以内に同一大会が開催されなかった場

合、同大会のポイントは消滅します。最新同一大会終了後そのポイントが次月から
反映されます。 

☆新型コロナウイルス感染拡大防止対策として 2020 年延期開催された大会は延期開催終了
時点で最新大会のポイントと入れ替わりランキングに反映されます。 

※ポイント加算に関する注意点 
  ＊延期大会について 

・延期開催日程終了月から 12 ヵ月(52 週間)以内に同一大会が開催された場合は最新 
大会のポイントに入れ替わりランキングに反映されます。 
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・延期開催日程終了月から 12 ヵ月(52 週間)以内に同一大会が開催されなかった場 
合、同大会のポイントは消滅します。最新同大会終了後そのポイントが次月から 
反映されます。 

 
・12 ヵ月以内に同一大会が 2 回開催された場合は、2 大会分のポイントが反映されるこ

とはありません。また、取得ポイントの高い大会を選ぶことは出来ません。 
・最新同一大会に不参加の場合は、最新大会終了時点で前大会のポイントは消滅します。 
 

☆ITF ランキングポイントに関しては ITF の発表するランキングに準ずるものとします。 
☆新型コロナウイルス感染予防対策で影響を受けた大会がなくなった時点で、通常の過去 

12 ヵ月(52 週間)の集計となります。 
 
ご不明な点は、下記ベテランランキング担当にお問合せください。 
JTA ベテランランキング担当メールアドレス :  veteran@jta-tennis.or.jp 
 

以上 



2020 年 7月 29 日 

 

 

JTA ジュニアランキング対象大会 

主催者各位 

 

公益財団法人日本テニス協会 

専務理事 福井 烈 

普及育成本部長 西村 覚 

 

 

JTA ジュニアランキング対象大会の再開並びに 

JTA ジュニアランキングの再開について 

 

JTA ジュニアランキング対象大会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年

4 月 1日～7 月 13 日まで全ての大会を、また 7月 31 日までの期間は、都道府県の県境を越

えて選手が参加する大会の中止・延期勧告を通達してまいりました。 

その後、日本国内での緊急事態宣言の解除、移動制限の解除、また、国際大会の再開も決

定したことを受け、JTA ジュニアランキング対象大会も都道府県内の選手のみが参加する大

会は 7月 14 日より、その他の大会は 8月 1 日より、各主催者の皆様には、感染予防対策を

行った上で、大会を行っていただくようお願いしたいと思います。 

この、国内公式大会の再開を受け、凍結しておりました JTA ジュニアランキングについて

も、下記の通り、順次再開したいと思います。 

 

 JTA ジュニアランキング対象大会再開は、9月 30日付第 40週から、月次ランキングを再

開します。 

 今年度、都道府県・地域予選の全てが中止となった全日本ジュニア、全国小学生、全国中

学生、インターハイについては、2019 年度大会の結果を 2021 年度の大会が開催されるま

で集計するものとします。 

 Dunlop 全国選抜ジュニアについては、2020 年度の都道府県予選及び地域予選が一部実施

されていないことから、2020 年度の結果は一律集計せず、2021 年度の都道府県予選大会

より順次集計に反映するものとします。 

 MUFG ジュニアについては、2020 年度都道府県予選の結果並びに、2020 年度全国大会に選

考された選手に一律に Best64 のポイントを付与し集計します。 

 RSK、U15（中牟田杯）、JOC 選抜室内については、2020 年度の都道府県予選の結果により

2019 年度結果を随時更新していきます。 

 

ご不明な点は、下記ジュニア担当にお問合せください。 

JTA ジュニア担当メールアドレス:  junior@jta-tennis.or.jp  

 

以上 


