
２０１４年度 第８８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〉 グレード J1-８  〈女子〉グレードＪ1–７ 

本大会の申し込みは（公財）日本テニス協会の下記「エントリー受付サイト」のみで受け付けます。        

         ＪＴＡプレーヤーゾーン ＵＲＬ http://jta.tournamentsoftware.com/ （公財）日本テニス協会規程により 

  （関東テニス協会では受付は行いません）  

■大会名称 第８８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   東京都 読売新聞東京本社  報知新聞社 

■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   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  埼玉県テニス協会  群馬県テニス協会 

■協   力 日本女子テニス連盟 

■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２０１４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２０１４年度プロフェッショナル登録者。 

■期日・会場  有明テニスの森公園テニスコート（江東区有明２－２－２２）ハードコート.ナイター.インドアコートを使用する場合があります。 

２０１４年５月１９日（月）～５月２４日（土）予備日５月２５日（日） 予選５月１４日（水）、１５日（木）予備日５月１６日（金） 

■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、 

Login name 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「オンラインエントリーする」をクリックし、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（オルタネイトを除く） 

要項・選考結果及びドローはホームページ http://www.kanto-tennis.com でも発表いたします。 

■申込期間 2 月 24 日(月)～4 月 21 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。 

           ウィズドロー締め切り       5 月 5 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 5 日（月）14 時以降（ポイントペナルティ対象） 

           オンライン受付停止       5 月 5 日（月）14 時 これ以降の変更・キャンセルはＦＡＸ（送信確認してください） 

           参加料の納入期間       申し込み後 6 日以内（未納入の場合自動キャンセル） 

           参加料返金対象        5 月 5 日（月）13 時 59 分までウィズドロー分まで返金致します 

          エントリー締め切り後の受け入れ（オルタネイト）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  2014 年 4 月 22 日（火）～5 月 8 日（木） 

            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（4 月 22 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  エントリー申し込みの際の画面の指示に従って納入してください。 

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


          決済方法は、クレジットカード、コンビニ、ペイジ―等がありますが、それぞれ決済方法と支払期限が異なる場合がありますの

で、支払画面にしたがって納入してください。 支払期限までに納入がない場合は、自動キャンセルされます。 

 シングルス・ダブルス： 1 種目につき１２，１００円 （予選８，１００円 予選通過者は４，０００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１２，０００円+ワンコイン制度１００円（予選 参加料８，０００円＋ワンコイン制度１００円） 

■ 問い合わせ先（JTA プレーヤーゾーンに関する問合先） 

          申し込み、ウィズドロー、参加料の納入、返金等のお問い合わせは下記にお願い致します（関東テニス協会では行いません） 

       ※ 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  

           Email  playerzone-help@jta-tennis.or.jp  

■使 用 球   ダンロップフォート・イエロー（１試合２球 但し QF より３球）  ボールチェンジは７ゲーム－９ゲーム－９ゲーム。 

■種目及び参加数  ※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。 

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） 

■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・アドバンテージ 

スコアリング方式、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。） 

          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。 

■選考発表及び  ４月３０日（水）  ＪＴＡプレーヤーゾーンで発表致します。 

ドロー抽選    予選：5 月 13 日（火）14：00  本選：5 月 15 日（木）15：00 大会本部  

関東テニス協会ホームページでも発表いたします。 http://www.kanto-tennis.com 

■大会グレード ＪTA ランキング規程による。男子のグレードはＪ１－８、女子はＪ１－７です。 

■賞金総額  ２５０万円（男子１５０万円  女子１００万円） 
JTA ポイント配分率                       賞金ブレークダウン 

賞金総額 男子 150 万円 女子 100 万円 男子 女子 

グレード J1-８ J1-７ 

種目  

 

順位 シングルス ダブルス（ペア） シングルス ダブルス（ペア）

優  勝   990   800 優   勝 240,000 81,000 160,000 54,000

準優勝   693   560 準優勝 120,000 40,500 80,000 27,000

Best ４   446   360 Bｅｓｔ  4  64,800 21,150 43,200 14,100

Best ８   248   200 Bｅｓｔ  8  35,700 11,850 23,800  7,900

Best １６   149   120 Bｅｓｔ 16  19,800  6,750 13,200  4,500

Best ３２   79   64 Bｅｓｔ 32  11,100  4,050  7,400  2,700

Best ６４   40   32 Bｅｓｔ 64   6,300  -----  4,200  -----

Best １２８   20   16  

Best ２５６   10   8 

Best ５１２     5    4 
 

■注意事項   （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２０１４｣の規定を適用します。 

（２）出場者には主催者が傷害保険に加入しております。 

（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。 

■そ の 他 本大会シングルス優勝者は東日本テニス選手権大会（優勝者に全日本選手権大会のシングルス本戦の 

WC が与えられる大会）に出場できます。 

本大会ダブルス優勝組は全日本テニス選手権大会ダブルス本戦に WC で出場できます。 

本大会は、すべてのプレイヤーを公平に扱います。 

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。 

平成２６年２月２４日  トーナメントディレクター  長 岡 三 郎         関東テニス協会     

総括レフェリー        森  清  吉         〒151-0072 
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