
 

 

 

 

 

 

 

 主催／関東テニス協会 

 後援／読売新聞社（申請中）、上毛新聞社 

 協賛／株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

 運営主管／一般社団法人東京都テニス協会、神奈川県テニス協会、千葉県テニス協会、山梨県テニス協会、群馬県テニス協会 

 協力／日本女子テニス連盟 

 

1. 期日  2021年5月17日（月）～5月30日（日） 予備日5月31日（月）  

2. 会場  小田原会場（砂入り人工芝）  ／小田原テニスガーデン（神奈川県小田原市蓮正寺83-1） 

厚木会場（砂入り人工芝）    ／南毛利スポーツセンターテニスコート（神奈川県厚木市温水西1-27-2） 

千葉蘇我会場（砂入り人工芝）／蘇我スポーツ公園フクダ電子ヒルスコート（千葉県千葉市中央区川崎町1-15） 

山梨会場（砂入り人工芝）    ／小瀬スポーツ公園テニスコート（山梨県甲府市小瀬町840） 

昭和の森会場（砂入り人工芝）／昭和の森テニスセンター（東京都昭島市田中町600） 

3. 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登録 

            者、およ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。 

4. 種目・制限数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 会場別日程 小田原会場：  ①2021年5月17日（月）～5月23日（日） 予備日5月24日（月） 

小田原会場：  ②2021年5月24日（月）～5月30日（日） 予備日5月31日（月） 

厚木会場：      2021年5月17日（月）～＊5月23日（日）  ※22日からは小田原会場になります。予備日5月24日（月） 

千葉蘇我会場：  2021年5月17日（月）～5月23日（日） 予備日5月24日（月） 

山梨会場：      2021年5月17日（月）～5月23日（日） 予備日5月24日（月）  

昭和の森会場：  2021年5月24日（月）～5月３０日（日） 予備日5月３１日（月） 

※やむをえない事情により、会場、コートサーフェス、試合方法等が変更になる場合があります。ナイターを使用する場合があります。 

6. 参加料          シングルス（1名）、ダブルス（1組）につき 11,６00円 (ワンコイン制度金100円が含まれております。) 

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。 

（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。） 

7. 試合方法 トーナメント方式。３名（組）の場合はラウンドロビン方式。各試合3セットマッチ（各セットとも6ゲームオールで7ポイントタイブレーク方式）。 

ダブルス全種目及び男女80、85歳以上シングルスのファイナルセットはマッチタイブレーク方式（10ポイント）を採用します。 

全種目ノー・アド方式、セットブレーク。 

決勝のみ審判（SCU）がつきます。その他の試合はセルフジャッジで行います。ロービングアンパイアを配置します。 

8. 使用球          ダンロップフォート イエロー（各セット2球使用）、セットチェンジ。マッチタイブレーク採用種目のファイナルセットはボールチェンジはありません。 

9. 申込締切 4月8日（木） 24:00  

※締切後は郵送される決済伝票にて参加料を必ずお支払いください。 

男  子 
年齢種目 該当生年月日 年齢種目 

女  子 

シングルス ダブルス 会場 シングルス ダブルス 会場 

32名 16組 昭和の森 35歳以上 1986年12月31日以前 35歳以上 8名 8組 昭和の森 

48名 16組 昭和の森 40歳以上 1981年12月31日以前 40歳以上 32名 16組 昭和の森 

64名 24組 昭和の森 45歳以上 1976年12月31日以前 45歳以上 40名 16組 昭和の森 

72名 24組 小田原② 50歳以上 1971年12月31日以前 50歳以上 48名 24組 厚木 

88名 24組 厚木 55歳以上 1966年12月31日以前 55歳以上 64名 48組 小田原② 

88名 24組 千葉蘇我 60歳以上 1961年12月31日以前 60歳以上 64名 48組 千葉蘇我 

128名 32組 千葉蘇我 65歳以上 1956年12月31日以前 65歳以上 56名 48組 小田原① 

128名 40組 小田原① 70歳以上 1951年12月31日以前 70歳以上 56名 48組 山梨 

80名 24組 山梨 75歳以上 1946年12月31日以前 75歳以上 32名 24組 小田原① 

64名 24組 山梨 80歳以上 1941年12月31日以前 80歳以上 12名 24組 千葉蘇我 

24名 8組 山梨 85歳以上 1936年12月31日以前 85歳以上 8名 8組 千葉蘇我 
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10. 申込方法 ①ネットエントリー：JOP TENNIS．COM（http://www.jop-tennis.com ）にアクセス 

⇒ 会員登録 会員番号、パスワード取得 ⇒ エントリー確認 ⇒ 通知メールで確認 

同サイトの「あなたのエントリー記録」か「決済履歴情報」でも必ず確認してください。 

②FAXエントリー：所定の用紙に必要事項を記載 ⇒ FAX送信 042-580-4602 

⇒ 電話にて到着確認 TEL 042-580-4601（平日10：00～16：00） 

③選手登録申請中の方はネットエントリー、FAXエントリーにかかわらず、エントリーと同時に払込済みの振込用紙（申込種目氏名明記）を 

  スポーツサンライズまでFAXしてください。 

  ④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10：00～16：00） 

⑤上記以外の方法での申込み（当協会への直接申込、電話申込等）は受付けません。 

11. 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10：00～16：00） 

  ※締切後のキャンセルは支払い義務が発生します。 

12.  欠場 締切日を過ぎた場合の欠場のご連絡は、スポーツサンライズ HP 掲載の「欠場届」フォームを印刷し、氏名・出場種目・欠場理由・本人署名等をご記入の上、

関東テニス協会宛にFAX（03-3374-3009）をお送りください。 

 FAX送信後は、必ず到着確認のお電話をお願いします。（TEL 03-3374-3008 平日11：00～16：00） 

 ※締切後の欠場は支払い義務が発生します。 

13.  ドロー会議 4月15日（木）選考委員会及びドローミーティングを関東テニス協会で開催。選考は申込締切時点（2月末付）のベテラン JOPに基づいて 

行います。 

14.  選考結果 4月２０日（火）以降、ドローを関東テニス協会HP （http://www.kanto-tennis.com） 及び 

スポーツサンライズHP （http://www.jop-tennis.com） に掲載いたします。 

各自日程、会場、注意事項を確認してください。 

※出場者は大会 2 週間前より体調管理シートを付け、大会初日に必ずご持参ください。体調管理シートは関東テニス協会 HP、又はスポーツサンライズ

HPに掲載いたしますのでプリントアウトしてお使いください。 

※補欠繰り上がりで出場した選手は、当日大会会場で参加料をお支払いください。 

15.  注意事項 ●申込みは、1シングルス1ダブルスまでとし、シングルスとダブルスを異なる年齢種目に申込むことはできません。 

  ●申込締切時点でベテラン JOPランキングのない種目の選考、シードは選考委員会が決定します。 

  ●３名（組）に満たない種目は実施しません。 3名（組）の場合はラウンドロビン方式で実施いたします。 

  ●各種目とも、選考もれの方はウエイティングリストに記載します。 

  ●ベテランの部に申し込まれた方は、一般の部には申し込みできません。 

  ◎本大会は、（公財）日本テニス協会発行の「JTAテニスルールブック2021」の規定を適用します。 

  ◎雨天等によりコート状況不明の場合は、定刻までに会場へおこしください。会期中の問合せは、各会場の大会本部へ午前8時以降にしてください。 

  ◎欠場届 

    ①欠場は、主催者に対し、その理由を添えて必ず文書で行ってください。（本人の署名のあるFAXは文書とみなします） 

    ②病気又はケガによる欠場については、前項の手続きの後、本大会最終日までに医療機関の受診証明書類を主催者に提出してください。 

  ◎申込書の記載事項に偽りのあった場合は、出場を停止させる事もあります。 

  ◎申込書の記載不備の場合は受付けない場合もあります。 

  ◎本大会では傷害保険に加入しておりますが、不慮の事故については本協会は一切責任を負いかねます。又、会場には医師、トレーナーは常駐して 

  おりませんのであらかじめご承知おきください。 

16.  その他  本大会は、すべてのプレーヤーを公平に扱います。 

本要項の内容（会場、コートサーフェイス、試合方法等）は、天候などやむをえない事情により変更されることがあります。 

本大会は新型コロナウイルスの感染拡大状況により大会の中止、日程変更、会場変更等する場合があります。 

 

【個人情報取り扱いについて】 申込みに関わる個人情報は、関東テニス協会で管理し、大会運営管理、記載事項に関する問い合わせ又は必要となる連絡事項の伝達に利用しま

す。申込書に記載された個人情報は、これらの目的以外には利用しません。 

 

 

  2021年3月5日 

      総括トーナメントディレクター    長岡 三郎    〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2 

      トーナメントディレクター 平井 誠          朝日生命幡ヶ谷ビル2F 

      総括トーナメントレフェリー 森 清吉        関東テニス協会 

      トーナメントレフェリー 島村 信明    Ｔel 03-3374-3008・Fax 03-3374-3009 

 

http://www.jop-tennis.com/
http://www.kanto-tennis.com/
http://www.jop-tennis.com/


 

◆新型コロナウイルス感染症対策に関する参加者が遵守すべき事項 

  （1）以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。（大会当日に確認を行います。） 

    ・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該当在住者との濃厚接触がある場合。 

  （2）マスクを持参るすこと。（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。） 

  （3）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。 

  （4）他の参加者、大会スタッフ等との距離（できるだけ2ｍを目安に最低1ｍ）を確保すること。 

  （5）会場及びその周辺で大きな声で会話、応援等しないこと。 

  （6）感染予防のために大会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。 

  （7）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ること。 

  （8）会場の混雑を避けるため、選手の帯同者は極力少なくすること。 

  （9）厚生労働省の「COCOA システム」の利用を推奨します。 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策に関する大会参加選手並び関係者の対応 

  （1）選手の遵守手順 

    ①別紙、体調管理シートを当日ご提出ください。（試合初日の2週間前から体温を記入してください。検温にご協力ください。） 

    ②来場の際は手洗い、アルコール消毒、検温にご協力いただきます。（アルコール消毒、体温計は主催者が準備をいたします。） 

    ③十分な距離の確保。 

（ア） ポイント間（ポイントとポイントの間）は対戦相手、パートナーとの距離を2ｍ以上確保るすこと。 

（イ） 試合の始めと終わりの挨拶は握手でない方法で行うこと。 

（ウ） チェンジエンドの際も対戦相手、パートナーとの距離を2ｍ以上確保すること。 

    ④ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外には、コートサーフェスも含めできるだけ手で触れないこと。 

    ⑤タオルの共用はしないこと。 

    ⑥タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。 

    ⑦プレイ中は手で顔に触れるのを避けること。 

    ⑧ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと。 

    ⑨咳、くしゃみの際は腕で口を覆うこと。 

    ⑩唾や痰をはくことは極力行わないこと。 

    備考：テニスは社会的距離が確保できるスポーツですので、セルフジャッジ5原則は、通常通り適用されます。 

  （2）大会開催以降の対応 

    大会開催以降、2週間以内に新型コロナウイルスの感染が判明した場合は関東テニス協会へご連絡ください。  

 

  関東テニス協会 



 

 

 

 

 

・ご希望の年齢と種目に○印をお付け下さい。 ・この申込書にてシングルスとダブルスの 2種目が申込めます。 

（※パートナーがシングルスを申し込む場合は別紙にてシングルスのみの申込みが必要です） 

・単複お申込みの場合は、年齢のクロスオーバーはできません。同一年齢でお申込み下さい。 

・JOP TENNIS.COM会員登録をお持ちの方は氏名と会員 NO.のみで申込ができます。 

〔シングルス・ダブルス代表者〕          〔ダブルスパートナー〕 

氏 名   氏 名   

JOP TENNIS.COM 

会員 NO Ⅴ                      
JOP TENNIS.COM 

会員 NO Ⅴ 
 
以下、JOP TENNIS.COMの会員 NOをお持ちでない方（新規会員登録を致します）は全ての項目をご記入下さい。 
※メールアドレスはパソコンメールアドレスか携帯メールアドレスのいずれか一方を必ずご記入下さい。 
※会員登録をお持ちの方で現在の登録情報に変更がある方は、登録情報の更新を致しますので変更箇所のみご記入下さい。 
（現在、ご登録いただいている登録情報とご記載いただきました内容が異なる場合は登録情報の変更と判断し下記へ 
ご記載いただきました内容へ登録情報の更新をさせていただきますのでご了承下さい） 

JTAベテラン登録 NO Ｇ・Ｌ                       又は 申請中 

所属団体名  

ふりがな  生年月日（西暦） 

氏  名  １９   年    月    日 

住  所 
〒 

TEL (      )      ― FAX (      )      ― 携帯 (      )       ― 

パソコン 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
      @ 

携帯ﾒｰﾙ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
      @  

ダブルスパートナー（新規登録の方）は全ての項目、現在の登録に変更がある方は、変更箇所のみご記入下さい。 

JTAベテラン登録 NO Ｇ・Ｌ                          又は 申請中 

所属団体名  

ふりがな  生年月日（西暦） 

氏  名  １９   年    月    日 

住  所 
〒 

TEL (      )      ― FAX (      )      ― 携帯 (      )       ― 

パソコン 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
  @ 

携帯ﾒｰﾙ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
  @ 

 

年齢 

（○で囲む） 

男子： 35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳 

女子： 35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳 

種目 

（○で囲む） 

男子： シングルスのみ ・ ダブルスのみ ・ 両方 

女子： シングルスのみ ・ ダブルスのみ ・ 両方 

申込先ＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２ 締切日 4 月 8日(木)24:00 
※FAX送信後は、必ず確認のお電話をお願いします。TEL：０４２－５８０－４６０１（平日 10:00～16:00） 
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