
■ 主　　催 中国テニス協会 

■ 主　　管 広島県テニス協会

■ 公　　認 公益財団法人 日本テニス協会

■ 後　　援 中国新聞社、広島県、（公財）広島県スポーツ協会、尾道市教育委員会

■ 特別協賛 株式会社 ドリームオンライン　

■ 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)８月２９日(月)～９月４日(日)　　予備日：９月５日(月)

8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

男子単 予  選 本戦1R 本戦２R 本戦３R 本戦QF 本戦SF 本戦F

男子複 本戦1R 本戦２R 本戦QF 本戦SF 本戦F

女子単 予  選 本戦1R 本戦２R 本戦３R 本戦QF 本戦SF 本戦F

女子複 本戦1R 本戦２R 本戦QF 本戦SF 本戦F
※ 日程については、各種目とも申込者数により開始日が変更となる場合があります。

■ 会　　場 スマッシュこざかなくんテニスコート(びんご運動公園テニスコート)（砂入り人工芝　１６面）

広島県尾道市栗原町997

■ 種　　目 区分及び参加者数

予選通過者（Ｑ） 予選免除（ＳＥ）

シングルス ６４名 16名 ０～2名

ダブルス ３２組

予
選

シングルス ６４名

※注意事項

1）男女シングルスは申込が本戦参加者数を超えた場合は予選を行います。

2）ダブルスは予選を行いません。

3）エントリー数が募集枠に満たない場合は，WCとして申し込みを受け付けます。詳細はHPに掲載します。

■ 使 用 球 ダンロップフォート（２球使用　セットチェンジ　ダブルスのセットオール後のボールチェンジはありません）

■ 参加資格 （公財）日本テニス協会、地域テニス協会、都府県テニス協会およびびその傘下団体、全日本学生テニス連盟

およびその傘下団体、全国高等学校体育連盟テニス部およびその傘下団体、全国中学校テニス連盟および

その傘下団体等へ所属し、本大会の参加申込締切日までに（公財）日本テニス協会選手登録 または

プロフェッショナル登録を完了した者とする。

ＪＴＡのウエブサイト「ＪＴＡプレーヤーズゾーン」から選手登録を済ませてお申し込みください。

■ 申込要領 申込受付期間：令和４年６月１３日（月）0時00分～令和４年８月８日（月）13時59分

男女シングルス・ダブルス：オンラインエントリーのみ

JTAプレーヤーゾーン (http://jta.tournamentsoftware.com/) よりネットエントリーしてください。

アカウントをお持ちの方は、ID とパスワードを入力してログインしてください。

JTAプレーヤーゾーンを初めてご利用の場合は「サインアップ（新規選手登録）」からアカウント作成の上

ログインしてください。大会ページを開き、「この大会にオンラインでエントリーする」ボタンをクリックし、

画面の指示に従ってエントリー手続きを完了させてください。エントリーが完了すると通知メール

が届きます。※ダブルスは、選手一人ずつエントリーし、それぞれ互いをパートナーに指定すると

エントリー成立となります。

※上記以外の方法での申込（当協会等への直接申込、電話申込等）はお受けできません。

■ 参加料 参加料を次の要領でお支払いください。

シングルス、ダブルス1種目につき 13,000円（予選9,000円）

　※本大会はＪＴＡワンコイン制度対象大会です。参加料とは別にワンコイン制度金をご負担願います。

　参加料12,900円＋ワンコイン制度金100円（予選 8,900円＋ワンコイン制度金100円）

予選・本戦とも、試合当日大会会場にて試合開始までにお支払いください。賞金との差引はできません。

　※予選からの本戦出場者は，差額４,０００円を試合前に会場でお支払いください。
　※ 受入れられた選手は、出場の有無に関係なく参加料をお支払いいただきます。

開　催　要　項

第7６回ドリームオンライン中国テニス選手権

ダイレクトアクセプタンス（ＤＡ） ワイルドカード（ＷＣ）男子・女子

≪(公財）日本テニス協会公認J1-7大会≫

本
戦

４０～４２名

２9組

５６名

６名

３組

8名



■ ｳｲｽﾞﾄﾞﾛｰ ウィズドローを申請する場合は、以下の期間中にJTAプレーヤーゾーンよりオンラインで行ってください。

オンラインウィズドロー受付期間 ８月２２日（月）13時59分まで。

これ以降のウィズドローは、レイトウィズドローとして、サスペンションポイント付与対象となります
ので十分ご注意ください。（平成26年度ルール改訂）
オンラインでの受付終了以降はFAX 受付のみとなります。所定のウィズドロー届、および必要に応じ
て診断書を中国テニス協会又は大会本部宛（大会期間中）にFAXにて送信してください。

■ 試合方法 トーナメント方式

予選：２ショートセット（4ゲームオールタイブレーク）＆ファイナルセットマッチタイブレーク（10ポイント）

本戦：シングルス　「ザ･ベスト･オブ･3タイブレークセットマッチ」

  ダブルス  ノーアドバンテージ方式　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）

雨天等により変更する場合があります。

■ 審　　判 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。準決勝・決勝のみＳＣＵ方式で行います。

■ 申込期限 2022年(令和4年)8月8日13時59分

■ 選考結果 JTAプレーヤーゾーンでご確認ください。

■ 大会ｸﾞﾚｰﾄﾞ ＪＴＡランキング規程による。男女ともグレードはＪ１－7です。

■ 賞金総額 ２００万円（男子１００万円　女子１００万円）

ｼﾝｸﾞﾙｽ賞金 JOPﾎﾟｲﾝﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙｽ賞金 JOPﾎﾟｲﾝﾄ

優　　勝 240,000円 800P 50,000円 800P

準 優 勝 120,000円 560P 30,000円 560P

ベスト４ 80,000円 360P 20,000円 360P

ベスト８ 40,000円 200P 10,000円 200P

ベスト16 20,000円 120P - 120P

ベスト32 - 64P - 64P

ベスト64 - 32P - -

■ 特典 本大会、男女単複優勝者は「第97回全日本テニス選手権」WC(ワイルドカード)の権利を得ます。

但し、優勝者が本戦DA、優勝者が他の参加資格のあるトーナメントで重なった場合、辞退した場合等は

準優勝者まで繰り下がります。参加の意思ある選手は、必ず「第97回全日本テニス選手権」のネット

エントリーをお願いします。なお、ネットエントリーが無かった場合はWCには選考されません。

WCの権利は日程の早いトーナメントから順に選考します。

■ その他 1）8月22日14時以降にウイズドローされた場合及びダブルエントリー等の違反による失格者も

　 原則としてエントリー料金のご負担をいただきます。

2）プラクティスコートは受付でサインをお願いします。プラクティスボールはデポジット制にします。

3）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。

4）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。

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 ２０2２〉を適用します。

7）本要項の内容（会場，試合方法等）は、天候など止むを得ない事情により変更されることがあります。

8）ストリンガーが常駐していますのでご利用ください。

9）宿泊については，次のホテルを紹介します。

各ホテルへ「中国テニス選手権参加」とお伝え頂き，直接ご予約のうえご利用ください。

○尾道国際ホテル
　広島県尾道市新浜1-13-6　　TEL:0848-25-5931

○尾道第一ホテル

　広島県尾道市西御所町4-7　　TEL:0848-23-4567

○尾道ロイヤルホテル
　広島県尾道市土堂2-9-27　　TEL:0848-23-2111

○グリーンヒルホテル尾道

　広島県尾道市東御所町9-1　　TEL:0848-24-0100

インフォメーションボードは設置しませんので中国テニス協会ホームページを確認して下さい。

高橋　由啓

トーナメントレフェリー 光富　美穂子

要項発表日 2022年(令和４年)6月10日

Tel:０８２－２９８－３８０７　Fax０８２－２９８－３８０８  Email：office@chugoku-ta.jp

トーナメントディレクター 

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



「JTA 公式テニストーナメント開催ガイドライン」に基づく参加募集時の措置 

□本大会は JTA 健康情報管理システム（HeaLo）導入対象大会です。 

・選手、引率者、応援者、関係者は JTA 健康管理アプリ HeaLo より大会14 日前から大会終了7 日後まで毎日欠かさず体温や

　問診等の健康情報の記録が必要となりますので、下記の URL または QR コードより利用者登録をサイト上で行い入力をお願いしま 　

　なお、未入力が続いた場合や発熱など所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた場合等は出場できないことが

　ありますのでご注意ください。 

　　URL: https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/uz4n6d5u QRコード 

　※登録が完了後、入力いただいたメールアドレスに URL や初回パスワード(初回利用)が届きます。

　　利用者マニュアルを参照。 

　※URL および QR コードは大会ごとに異なりますので必ず利用者登録をお願いします。 

□参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせること 

　・体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

　・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されている国、地域等への渡航又

は当該在住者との濃厚接触が ある場合 

□マスクを持参すること（試合を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用） 

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること 

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること 

□大きな声で会話、応援等をしないこと 

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと 

□大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告す  

□会場の混雑を避けるため選手1 名につき関係者1 名とし送迎・引率などによる来場者に制限を設ける 

□厚生労働省の「COCOA システム」の利用を推奨する

なお、遵守できない場合は他の参加者の安全を確保する等の観点から、参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることがあります

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/uz4n6d5u
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