DUNLOP
Japan Open Junior Tennis Championships 2021
ジャパンオープンジュニアテニス選手権大会 2021
ITF ジュニアサーキット グレード 4
開催要項
2021 年 9 月 29 日現在
１．主
２．公
３．後

催 公益財団法人日本テニス協会
認 国際テニス連盟（ITF ジュニアサーキット グレード 4）
援 名古屋市／名古屋市教育委員会／東山の森 3M パートナーズ
中日新聞社／東海テレビ放送／東海テニス協会（申請中を含む）
４．協
賛 住友ゴム工業株式会社／株式会社ダンロップスポーツマーケティング
公益財団法人ミズノスポーツ振興財団/公益財団法人三菱養和会
５．協
力 株式会社トラベルリンクス
６．運営主管 愛知県テニス協会
７．期
日 本戦：2021 年 10 月 20 日（水）～10 月 24 日（日）
予選：2021 年 10 月 18 日（月）～10 月 19 日（火）
※上記はいずれも天候等の事情により変更されることがあります。
８．会
場 東山公園テニスセンター（屋外砂入り人工芝コート※雨天の場合は屋内を使用する場合あり）
〒468-0071 愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山 60-19
電話：052-832-1115
９．使 用 球 ダンロップオーストラリアンオープン（DUNLOP Australian Open）
10．種
目 本戦…少年・少女シングルス 各 32 名、少年・少女ダブルス 各 16 組
予選…少年・少女シングルスのみ 各 32 名
11．競技方法 トーナメント方式
シングルス…予選は 2 タイブレークセット、1 セットオール後、第 3 セットをマッチタイブレーク
(10 ポイント)、本戦はザ・ベスト・オブ・3 タイブレークセットを採用
ダブルス…ノーアドスコア、セットオールの第 3 セットはマッチタイブレーク(10 ポイント)を採
用
12．参加資格 2003 年 1 月 1 日～2008 年 12 月 31 日の間に出生した者（18 才以下）で、本戦初日前までに 13 才
の誕生日を迎える者
※ITF ジュニア大会に参加するには、IPIN（国際選手証明番号）登録手続き及び IPIN オンライン
からのエントリーが必要です。
13．参 加 料 ＵＳ＄50－（日本円 5500 円、サインイン時に徴収いたします）
14．申込方法 IPIN を取得後、申込手続きをオンラインでして下さい（www.itftennis.com/ipin）
（※IPIN 登録
には時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお申し込み下さい。IPIN 登録が済んでいな
い場合は、申込ができません。登録料はクレジットカードによるオンラインでの支払いが可能です。
取得した IPIN とパスワードは選手自身が大切に保存して下さい）
15．申込締切 2021 年 9 月 21 日（火）14：00（GMT 標準時）
（※ITF ルールに準じます）
16．選手リスト ITF ホームページの IPIN オンラインから各自でご確認下さい（www.itftennis.com/ipin）
17．ｻｲﾝｲﾝ日時 シングルス予選…10 月 17 日（日）18：00 締切 場所：大会会場・レフェリーデスク
シングルス本戦…10 月 19 日（火）18：00 締切 場所：大会会場・レフェリーデスク
ダブルス…………10 月 20 日（水）12：00 締切 場所：大会会場・レフェリーデスク
※電話サインイン可（080－5116－9175）

18．ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃ
ﾙ

名古屋栄東急 Rei ホテル
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-1-8
電話：052-251-0109
※感染症対策予防の為、個人別宿泊管理が必要となります。
そのため出来るだけオフィシャルホテルにご宿泊ください。

19．ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ

ホスピタリティの提供はありません。

20．輸送方法

輸送サービスの提供はありません。

21．駐車場

23．ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

ホテルも会場も駐車場は全て有料となります。会場周辺道路の路上駐車は禁止されておりますの
で、車でお越しの際は必ず駐車場をご利用下さい。
10 月 17 日（日）練習コート（コート数に限りがあります）を用意しています。当日会場の大会本
部で予約を受け付けます。
2021 年はレセプションはありません。

24．臨時電話

大会本部 TEL: 052-835-4266

22．練習ｺｰﾄ

25．役

員 トーナメント・ディレクター
アシスタント・ディレクター
スーパーバイザー

26．大会日程
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27. ア ン チ ド
ーピング

本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。本競
技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピン
グ・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなします。本競技会参加者は、本競技
会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避した場合、
検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了するこ
とができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性があります。アンチ・ドー
ピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けること
になるので留意して下さい。競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採
血のため、競技/運動終了後 2 時間の安静が必要となるので留意して下さい。日本アンチ・ドーピ
ング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構
のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認して下さい。

28. 健 康 情 報
チェック

日々の健康情報入力方法については、本大会に出場する選手（やその帯同者等）は、大会 14 日前
から大会終了後 14 日後まで毎日欠かさず健康情報の記録をお願い致します。以下の URL または QR

コードより利用者登録をサイト上で行ってください。大会期間中は遅くとも会場到着の 1 時間前ま
でに大会前 14 日分の登録を完了しておいてください。 尚、入力期間中はリマインドメールが送信
されます。なお、未入力が続いた場合や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
合は大会主催者の判断により出場が認められない可能性がありますのでご注意ください。詳細は別
紙をご確認ください。

【URL】https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/7f4nresx
※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（初回利用時）が届きます。
※利用者マニュアルはこちらから

29．その他

①会場における怪我等についての応急処置は主催者側で行いますが、以後の処置については個人で
行って頂きます。主催者側の処置は加入傷害保険の範囲内となりますので、あらかじめご了承下
さい。
②主催者の権利について
大会記録（戦績、報告、講評）及び大会期間中に主催者が撮影した動画及び静止画について、そ
の権利は全て主催者に帰属することとします。
③本大会関係書類に記載頂きます個人情報につきましては、年齢基準の確認及び大会に係わる諸連
絡に使用いたしますとともに氏名、年齢、所属につきましては、本大会プログラム等に掲載する
ことがあります。また、氏名、生年月日、所属につきましては日本テニス協会と各地域テニス協
会及び都道府県テニス協会間の大会資料として使用させていただきます。氏名、所属については
ランキングに掲載し公開いたします。更に、大会の記録として本協会の情報紙や記念誌等へ掲載
させていただくこともあります。尚、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得ること
なく第三者に提供いたしません。
④新型コロナウィルス拡散防止の為、無観客での開催とし、引率者は、選手 1 名に対し、保護者（コ
ーチ、その他含む）1 名とし、それ以外の方は会場へ入場できませんのでご注意ください。尚、
大会期間中、PCR 検査又は抗原検査を実施します。もし陽性反応の場合には、ドクターと相談
し参加をお断りさせていただく場合もあります。そのほか、新型コロナウィルス感染症対策への
ご協力の程、宜しくお願い致します。

※上記日程は天候等でやむを得ない事情により変更されることがあります。

