
 開  催  要  項 
 

 ≪名古屋ローンオープンベテランテニストーナメント(10月)≫ 
グレード E1 

 

主 催：愛知県テニス協会 
主 管：SPORTS SUNRISE .COM 

公 認：日本テニス協会 

協 力：名古屋ローンテニス倶楽部 
 

１． 日 程：２０１７年１０月２１日（土）～１０月２６日（木） 予備日：１０月２７日（金）  
 

２．会 場：名古屋市名城庭球場（アンツーカー） 住所：愛知県名古屋市北区名城一丁目3番3号 
       ※状況によっては夜間照明を使用する場合があります 

 

３．試合方法：8ゲームプロセット（8-8後タイブレーク、セミアドバンテージ方式） 
全試合セルフジャッジとし、ロービングアンパイアを設置します。 
※天候や参加人数等、やむを得ない事情により試合方法を変更する場合があります。 
 

４．使 用 球：DUNLOP FORT 
 

５．参加資格：オープン（どなたでも参加できます） 
※ベテランJOPポイントをご希望の選手は申込締切日までにJTAに登録を済ませて下さい。 

 

６．参加費用：1名 8,700円／1組 8,700円 （エントリー手数料540円別） 

※以下（）表記は予備日 

種 目 
ドロー数 年齢基準 

（生年月日） 
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27

男子／女子 （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）

シ ン グ ル ス 
３５歳以上 16／8 1982年12月31日以前 男子 男子 男・女 (男)・女 (女)  

予備日

４０歳以上 16／8 1977年12月31日以前 男子 男子 男・女 (男)・女 (女)  

４５歳以上 16／8 1972年12月31日以前 男子 男子 男・女 (男)・女 (女)  

５０歳以上 16／16 1967年12月31日以前 男子 男子 男・女 (男)・女 女子  

５５歳以上 16／16 1962年12月31日以前 男子 男子 男・女 (男)・女 女子  
６０歳以上 32／16 1957年12月31日以前  男子 男・女 男・女 (男)・女 女子 
６５歳以上 32／16 1952年12月31日以前  男子 男・女 男・女 男・女 (男)・女

７０歳以上 32／16 1947年12月31日以前   男子 男・女 男・女 男・女

７５歳以上 16／8 1942年12月31日以前   男子 男・女 男・女 (男)・女

８０歳以上 16／8 1937年12月31日以前    男・女 男・女 男・女

８５歳以上 16／8 1932年12月31日以前    男・女 男・女 男・女

ダ ブ ル ス 
３５歳以上 16／8 1982年12月31日以前  男子 男・女 (男)・女 (女)  

予備日

４０歳以上 16／8 1977年12月31日以前  男子 男・女 (男)・女 (女)  

４５歳以上 16／8 1972年12月31日以前  男子 男・女 (男)・女 (女)  

５０歳以上 16／8 1967年12月31日以前  男子 男・女 (男)・女 (女)  
５５歳以上 16／8 1962年12月31日以前    女子 男・女 男・女

６０歳以上 16／8 1957年12月31日以前    女子 男・女 男・女

６５歳以上 16／8 1952年12月31日以前    女子 男・女 男・女

７０歳以上 16／8 1947年12月31日以前    女子 男・女 男・女

７５歳以上 16／8 1942年12月31日以前     男・女 男・女

８０歳以上 16／8 1937年12月31日以前     男・女 男・女

８５歳以上 16／8 1932年12月31日以前     男・女 男・女

≪ドロー発表後にお送りする決済伝票にて参加費をお支払い下さい。≫ 
※エントリー数、雨天等により、試合方法や日程が変更になる場合があります。 

※総エントリー数が２５０未満の場合はドロー数の制限はありません。 

※制限がある場合ランキング上位者より選出となります 
 
 



７．大会申込締切日：２０１７年９月２７日(水) 24:00 
 

８．OP・ドロー発表日：２０１７年１０月１０日(火) 18:00（JOP TENNIS .COM にて発表） 

 

９．ｴﾝﾄﾘｰ方法：締切日24：00までにインターネット（http://www.jop-tennis.com/）又は 
所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX：042-580-4602までお申込み下さい。 
FAX送信後は必ず到着確認のお電話をお願いします。 

（TEL：042-580-4601 平日 9:30～17:00の間）                       

 

１０．ｴﾝﾄﾘｰ前の確認：必ず大会要項をお読み頂き、ご了承の上エントリーをお願い致します。 
各種目3エントリーから成立となります。 
不成立の種目に関しましては締切後、郵送またはお電話にてご連絡させて頂きます。 
成立した種目にお申込みの選手には、決済伝票をお送り致します。 
年齢のクロスオーバー（単複を申込む際、異なる年齢でエントリー）はできません。 

 

１１．ｴﾝﾄﾘｰ後の確認：エントリー費は、ドロー発表後お手元に届く決済伝票で伝票記載の期限までに 
お近くのコンビニエンスストアでお支払い下さい。 
お申し込み時にエントリー手数料がかかります。（手数料：540円） 

         （単複同時にエントリー頂いた場合の手数料は540円のみです） 
エントリー締切後、OP・ドロー発表日にインターネットでご確認下さい。 

 

１２．キャンセル：エントリーを取り消す場合は締切日までにFAXをお送り下さい。 
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。 

          （FAX：042-580-4602  TEL：042-580-4601 平日9:30～17:00） 

 

１３．欠 場：締切日を過ぎた場合の欠場は、必ずFAX：042-580-4602まで欠場届を提出して下さい。 
※申込締切日を過ぎての欠場は、怪我等の診断書がある場合以外はエントリー費のお支払が必要となります。 
※到着した欠場届は如何なる場合も取消すことが出来ませんのでご了承ください。 
 

１４．その他（以下、予めご了承の上、大会へのエントリーをお願い致します） 
（１）1日に1～3試合を予定しますが、状況により試合数を変更する場合があります。 
（２）天候等の影響により、試合方法の変更や予備日以外に順延する場合があります。 
（３）参加人数により、予備日に行う場合があります。（OP・ドローの日程をご確認下さい） 
（４）参加人数により、種目ごとに開始日程が変更になる場合があります。 
（５）参加料には傷害保険が含まれています。 

 （６）3ドローにおいて、全選手（組）が1勝1敗、かつ取得ゲーム率が同率となった場合、 
タイブレークにて順位決めを行います。 

 

大会役員：大会レフェリー 熊谷 由香利 
 

本大会は日本テニス協会の最新ルールブックに基づき行います。 
競技中の疾病・傷害等の応急措置は行います。その後の責任は主催者側では負いません。 
この大会で得られた個人情報に関しては、JOP TENNIS. COMの個人情報保護ポリシーに基づき管理

致します。詳しくはホームページをご覧下さい。 
 
 
 
 
 

SPORTS SUNRISE .COM 
Mail：info@jop-tennis.com 

   Tel：042-580-4601 Fax：042-580-4602 



欠場届 
 

年  月  日 

大会名：名古屋ローンオープンベテランテニストーナメント(10 月) 

種目：   歳以上 男・女 シングルスのみ・ダブルスのみ・単複両方 

 

氏名 

会員№ 

所属クラブ名 

連絡先     

 

≪申請者≫ 

                     

 Ｖ                

                    

                         

 

≪ダブルスパートナー≫ 

                  

 Ｖ                

                  

                 

 

下記の理由により大会を欠場致します。 

                                

                                

診断書 あり・なし（いずれかに○をして下さい） 
※診断書がある場合以外はエントリー費のお支払が必要となります。 

 

※欠場届は到着した時点で受理します。 
※到着した欠場届は如何なる場合も取消すことが出来ませんのでご了承ください。 
※FAX送信後、必ず到着確認のお電話（042-580-4601）をお願いします。 

  FAXが届いていない場合、欠場は受理されませんのでご注意ください。 

 

SPORTS SUNRISE .COM FAX 送信先 042-580-4602 
 

自宅・会社 
携帯・その他 

自宅・会社 
携帯・その他 （   ）  －  

 

（   ）  －  

 


