
 

 

 

２０２１年度 第９５回 関東オープンテニス選手権大会 要項 
 ＪＴＡランキング対象大会（一般の部） 〈男子〉 〈女子〉グレードＪ1–７ 

 

■大会名称 第９５回 関東オープンテニス選手権大会 

■主   催 関東テニス協会  

■後   援   読売新聞社（申請中） 上毛新聞社（申請中） 

■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   群馬県テニス協会 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  

■協   力 日本女子テニス連盟 

■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２０２１年度の一般

選手登録者、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。 

■期日・会場  清水善造メモリアルテニスコート（群馬県高崎市井出町９０３番地１）ハードコート（ナイターを使用する場合があります。） 

２０２１年５月２４日（月）～５月２９日（土）予備日５月３０日（日） 予選５月２２日（土）２３日(日) 

■申込方法   ＪＴＡプレーヤーゾーン（http://jta.tournamentsoftware.com/）にアクセスし、エントリーして下さい。ＪＴＡプレーヤーゾーンを初め

て利用する場合は、「サインアップ」からアカウント作成し、ログインします。アカウント保持の方は、ログイン名とパスワードを入力

し、ログインしてください。当大会ページを開き、画面に従いエントリーして下さい。エントリー終了後通知メールが送られます。 

ダブルスは選手一人ずつがエントリーし、両者がそれぞれパートナーを指定してください。（ウィズドローもＪＴＡプレーヤーゾーンで  

行ってください） 上記以外の方法では受け付けません（エントリー不足補充による追加受付を除く） 

■申込期間等 ５月３日（月）13 時 59分までに行って下さい。 

            エントリーに関する各種締め切りは以下の通りです。  ※参加料は当日会場でお支払いください。 

           ウィズドロー締め切り   ５月１７日（月）13時 59分まで（ポイントペナルティなし） 

           レイトウィズドロー期間  ５月１７日（月）14時以降（ポイントペナルティ対象） 

                          ※これ以降の変更・キャンセルはＦＡＸ03-3374-3009 にて受け付けます。（送信確認してください） 

           エントリー不足補充による追加受付について 

            エントリー数が募集枠に満たない場合、出場を希望する選手に対し、募集枠内で下記要領によりワイルドカードとして申し 

込みを受付けます(予選前日及び当日のオンサイトオルタネイトは行いません)           

             ●申し込み方法：「エントリー締め切り後の申し込み用紙」に、必要事項を記入し下記へＦＡＸしてください。 

              関東テニス協会 ＦＡＸ ０３－３３７４－３００９   （申し込み後は必ず関東テニス協会に送信確認してください） 

             ●申し込み期間  5月 6日（木）～5月 17日（月）12：00 

              申し込み用紙は関東テニス協会ホームページに掲載致します。 http://www.kanto-tennis.com（5月 6日以降） 

              申し込みを取り消す場合は同期間にお願いします。取り消しがない場合はドローに入り参加料を徴収致します。 

■参 加 料  当日会場でお支払いください。5月 17日 13時 59分後のウィズドローにつきましては請求させていただく場合があります。 

         新型コロナウイルス感染症対策として、参加料は封筒に氏名、金額を記入し、同額を入れてご持参ください。 

         ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

シングルス・ダブルス： 1種目につき１３，６００円 （予選８，６００円 予選通過者は５，０００円を追加払いしてください。） 

※本大会はワンコイン制度対象大会です。 

       参加料１３，５００円+ワンコイン制度１００円（予選 参加料８，５００円＋ワンコイン制度１００円） 

■ エントリーに関する問い合わせ  JTA（日本テニス協会）プレーヤーゾーン ヘルプデスク ＴＥＬ 042-505-6539  （平日 10：00～17：00） 

        メール: playerzone-help@jta-tennis.or.jp 

※お問合せ内容のほかにお名前、JTA登録選手の方は、選手登録番号（Mか Fで始まる 6ケタまたは 7ケタの番号） 

をお書きください。 
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■大会に関する問い合わせ 関東テニス協会 03-3374-3008（平日 10：00～17：00） 

■使 用 球   ダンロップフォート・イエロー   ボールチェンジは７ゲーム－９ゲーム－９ゲーム（２球 但し QF より３球） 

■種目及び参加数 男子シングルス・・・６４名（予選６４名）  ダブルス・・・３２組（予選３２組） 

女子シングルス・・・６４名（予選６４名）  ダブルス・・・３２組（予選３２組） 

※一般の部に申し込まれた方は、ベテランの部に申し込みできません。 

 

■試合方法     トーナメント方式、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システム） ノーアド方式、 

 セットブレイク・ルールを採用します。（ファイナルセットになった場合、１０分間の休憩はありません。） 

         予選及びダブルスの試合はマッチタイブレーク（１０ポイント）を採用します。 

  決勝のみ審判（ソロチェアアンパイア）がつきます。 

   その他の試合はセルフジャッジで行いますが、ロービングアンパイアを配置します。 

■選考発表及び、選考結果、ドロー、オーダーオブプレイ ＪＴＡプレーヤーゾーン（ http://jta.tournamentsoftware.com/ ）で発表いたします。 

■選考発表日  5月 13日（木）   

■ドロー抽選   予選：5月 21日（金）   本戦：5月 23日（日） 予定 

■大会グレード/賞金総額  ＪTA ランキング規程による。大会：グレードＪ1-7 賞金：２００万円（男子・女子１００万円） 

JTAポイント配分率                      

グレード

Ｊ1-7 
ポイント 

優 勝 準優勝 Best4 Best8 Best16 Best32 Best64 Best128 Best256 Best512 

800 560 360 200 120 64 32 16 8 4 

賞金ブレークダウン（男子・女子１００万円） 

男子/女子 100 万円 優   勝 準優勝 Best 4 Best 8 Best16 

シングルス 240,000 120,000 80,000 40,000 20,000 

ダブルス（ペア） 50,000 30,000 20,000 10,000  な し 

 

■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当該在 

    者との濃厚接触がある場合。 

(２) マスクを持参すること。（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、応援等をしないこと。 

(６) 感染防止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。 
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■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に関係者の対応 

   （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。（予選開始の２週間前からの体温記入欄があります。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２メートル以上確保すること。 

(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２メートル以上確保すること。 

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ふ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ィ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。 

 ■そ の 他 

（１）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。 

（２）本要項の内容（会場、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。 

（３）不慮の事故については、当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。 

(４)本大会は、すべてのプレイヤーを公平に扱います。 

(５)出場者には主催者が傷害保険に加入しております。 

(６) 「本大会、男女単複優勝者は「第 96回全日本テニス選手権」WC(ワイルドカード)の権利を得る事になって 

おりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等により変更、中止される場合があります。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 96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。 

（７）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。 

 

令和３年２月１０日    トーナメントディレクター  長 岡 三 郎 

総括レフェリー          森  清  吉 

 

      関東テニス協会 

     〒151-0072  東京都渋谷区幡ヶ谷 1－1－2  朝日生命幡ヶ谷ビル 2F 

               ＴＥＬ 03（3374）3008  ＦＡＸ 03(3374)3009 

 



 

 

 

 

 

 

第９５回 関東オープンテニス選手権大会 

体調管理シート 

 
第 95回関東オープンテニス選手権大会の開催にあたり、（公財）日本テニス協会の「新型コロナウイルス感染症対策移行期間での 

ステップ別ＪＴＡ公式トーナメント再開ガイドライン（2020年 11月 11日改定）に沿うため、大会選手、役員ならびに大会関係者の皆さま 

の協力をお願いいたします。 

 

 

※ご記入いただきましたこちらのシートは大会初日に必ずご持参ください。 

 

氏　名 種目 ドローＮＯ

（フリガナ）

住　所

電話番号 年　齢 大会当日の体温

日中繋がる連絡先

大会出場前の体温

５/7（金） ５/8（土） 5/9（日） 5/10（月） 5/11（火） 5/12（水） 5/13（木） 5/14（金） 5/15（土） 5/16（日）

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

5/17（月） 5/18（火） 5/19（水） 5/20（木） 5/21（金）
予選前日

5/22（土） 5/23（日）
本戦前日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

2週間前における以下の事項の有無に〇印をお願いいたします。　※「有」に該当する場合はご参加いただけません。　

①平熱を超える発熱（おおむね37.5℃以上） （　　有　　・　　無　　）

②咳やのどの痛みなどの風邪の症状 （　　有　　・　　無　　）

③だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） （　　有　　・　　無　　）

④嗅覚や味覚の異常 （　　有　　・　　無　　）

⑤体が重く感じる、疲れやすい等 （　　有　　・　　無　　）

⑥新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触 （　　有　　・　　無　　）

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる （　　有　　・　　無　　）

⑧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

　または当該在住者との濃厚接触がある （　　有　　・　　無　　）

※書類は一定期間保管した後、破棄します。　感染者またはその疑いのある方が発見された場合には、

   必要な範囲で保健所、行政機関等に情報を提供することがありますことを予めご了承ください。

　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　連絡先名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当するものに〇印をしてください（選手　・　運営役員　・　審判　・　関係者）

〒

　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　－
歳 ℃


