
令和 2 年 8 月 6 日 
関 係 者 様 

和歌山県テニス協会 

第 74 回和歌山県テニス選手権大会 開催要項 
《和歌山県テニス協会ポイント対象大会 グレード県選》 

下記要項にて開催しますので奮ってご参加下さいますよう、ご案内します。 
≪エントリー代は会場で徴収します≫ 

１ 主  催：和歌山県テニス協会 
２ 後  援：株式会社ダンロップスポーツマーケティング 
３ 大会期日：以下のとおり 
       ※あくまでも予定であり、大会運営上や天候等により変更する場合があります 

種 目 
9/20（日） 9/21(祝) 9/22(祝) 9/27（日） 10/11(日) 10/18(日) 

紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 紀三井寺 

男子シングルス 予選 1R(8),QF(4) SF(2), F(1) 予備日 予備日 

予備日 
男子ダブルス 予選   1R(4) SF(2), F(1) 

女子シングルス 予選 1R(4) SF(2), F(1) 予備日 予備日 

女子ダブルス 予選   1R(4) SF(2), F(1) 

 
４ 会  場：紀三井寺テニスコート 
 
５ 種  目：男子シングルス（本戦 16 ドロー）・男子ダブルス（本戦 8 ドロー） 
       女子シングルス（本戦 8 ドロー）・女子ダブルス（本戦 8 ドロー） 
       ※各種目予選を行ないます。 
 
６ 参 加 料：すべて会場で徴収します 

予選出場選手      ３，０００円 
        本戦出場時    追加 ２，０００円【予選勝者勝ち残り時】 
       本戦ストレートイン選手 ５，０００円 
     注）ドロー会議後に発表する選手リストや大会ドローに氏名が発表された後で、都合に

より大会に出場できなくなった場合も徴収します。 
 
７ 試合方法（予定）：本戦 トーナメント方式 

各試合とも 3 セットマッチ（6－6 タイブレーク） 
① 男子シングルス 

             ポイント上位 8 名を本戦ストレートインとする。 
② 男子ダブルス・女子シングルス・女子ダブルス 

             ポイント上位 4 名【ペア】を 本戦ストレートインとする。 
           予選 トーナメント方式(エントリー数によって、変更する場合あり) 

各試合とも 1 セットマッチ（6－6 タイブレーク） 
① 男子シングルス 

             トーナメント方式で行い、8 名を決定する。 
② 男子ダブルス・女子シングルス・女子ダブルス 

             トーナメント方式で行い、4 名【ペア】を決定する。 
            ※日程により、予選のコンソレーションを行う場合あり。  
           注）運営の都合により、試合方法の変更を行う場合があります。 

 
８ ドローイング：新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、大会当日の抽選ではなく、大会主

催者にて事前にドローイングを行います。予選ドロー会議は、9/11（金）に行

い、 本戦ドロー会議は、予選終了後に行う予定です。 



 
９ 参加資格：①郡市テニス協会の登録番号を持っている選手 
                 ※エントリーした選手は、全員が出場できます。 

②ジュニア委員会推薦選手 
10 申込期日：令和 2 年９月 4 日（金）必着 
 

11 申し込み：申し込みはテニスクラブ等で取りまとめて郵送してください。 

申込用紙は種目別、男女別に分けて記入してください。申込用紙はコピー可。 

       今回は、エントリー用紙のみ送付してください。（エントリー代は会場徴収します。） 

        申込用紙送付先 〒６４０－８４５１ 和歌山市中６３９‐１４ 
                 森川 聡 気付 和歌山県テニス協会  
 

12 そ の 他：※ ラッキールーザーを設けます。 

ラッキールーザーは、本戦に欠員が出た場合に出場できるものとし、その権利はシ

ングルス・ダブルスのそれぞれ予選 2位の選手及び組にあるものとします。 

本戦出場者の決定方法は、本戦当日に受付した権利者全員で抽選にて決定します。 

（ラッキールーザーとして本戦に出場し、１回戦で敗退した場合は、予選で得たラ

ンキングポイントしか付きません。） 

ラッキールーザー制度を導入しますので、本戦出場予定者は欠場連絡をした時点で

その大会に出場できません。 

※ 仮ドローが必要な場合は、宛名を記入した返信用封筒（長形３号１２０×２３５ミ

リ／９２円切手貼り付け）を同封の事。返信用封筒がない場合、仮ドローは郵送い

たしません。 
※ この大会は和歌山県テニス協会ポイント対象大会であり、大会グレードはグレード

県選です。ポイントの詳細については、和歌山県テニス協会ホームページで確認い

ただけます。 
※ ジュニア推薦は予選に男子シングルス 2 名、女子シングルス１名、ダブルスは

男女とも各 1ペアの枠を設けます。 

  また、予選出場者が規定数に満たない場合は、ジュニア推薦枠を増やすことが

あります。 
  （高校生以下も一般ポイント上位者はポイントでもって出場可能です。） 
※ ジュニア選手は、ジュニア推薦された選手（ペア）もしくは一般ポイントランキン

グ表に名前のある選手以外はエントリーできません。ダブルスの場合、一般ポイン

トのあるもの同士のペアでなければエントリーを認めません。 
※ 本大会は、個人情報保護法に則って運営を行います。 

       ※ 服装規定は遵守してください。 
※ 大会当日は、大会会場に来た選手、付添い全ての方を対象に健康観察を行います。 

       ※ 新型コロナウイルス感染症の拡大がみられた場合、大会を中止することがあります。 
中止等の連絡事項がある場合は和歌山県テニス協会ホームページにて連絡します。 

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、別紙大会注意事項を必ず確認してく

ださい。 
 

和歌山県テニス協会では選手の皆さんに早くドローを見て頂く為、県テニス協会ホームページに実施開

催項及びドローをアップロードします。（http://homepage3.nifty.com/WTA/） 



大 会 注 意 事 項 

＜選手・付添い者へのお願い＞ 

・健康観察（37.5 度以上の発熱、健康調査）の結果により、出場できない場合があります。 

・新型コロナウイルス感染症陽性者と診断された場合、またはその濃厚接触者と認定された場合は

出場しないようにしてください。 

また、同居人や身近な知人の感染が疑われる場合は、出場を控えてください。 

・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、

移動又は当該在住者と濃厚接触がある場合は、出場しないようにしてください。 

・会場内ではマスクの着用をお願いいたします。（試合中の着用は、問いません）あわせて手洗い、

除菌をこまめに行ってください。  

・待機、観戦については、ソーシャルディスタンスを十分確保してください。 

 また、飲食の際は特に他の方との距離を確保するようにしてください。 

・ゴミは、各自で持ち帰るようにしてください。 

大会主催者、大会会場管理者、ほかの方への感染拡大防止のため厳守してください。 

・密を避けるため屋内の建物の利用は控えてください。 

 また、試合会場が定めるルールに従って利用してください。 

・大会会場では飛沫に気をつけて大きな声での会話、応援をしないようにしてください。 

 また、大会会場では、唾や痰をはくことは行わないでください。 

 

＜受付について（コロナウイルス感染対策）＞ 

・各自試合開始時間の 15 分前に集合してください。 

 また、密を避けるため、時間に余裕をもって集合し、受付を行ってください。 

・選手、付添いすべての方を対象にした健康観察（検温、健康調査等）にご協力ください。 

・試合前に選手を集めての説明を行いませんので、実施要項を十分読んでおいてください。 

 

＜試合進行について（コロナウイルス感染対策）＞ 

・試合に入る際は、必ず前の試合の選手が退出してからコートに入場してください。 

 試合が終わった選手は速やかにコートを離れてください。 

・試合会場に除菌剤を用意します。試合前後には除菌、または手洗いを必ず行ってください。 

・ボールを相手に渡す際は手渡しせずにラケットを使って渡すよう心掛けてください。 

・ダブルスの際のハンドタッチ、試合終了後の握手は、行わないようにしてください。 

・エンドチェンジについては両選手時計回りで移動し距離をとるようにしてください。 

 また、今回はスコアカードを使用しませんので距離を保ってスコア確認をしてください。 

 

＜試合進行について＞ 

・実施要項を十分読み、試合進行にご協力ください。 

・大会の進行については、オーダーオブプレイを確認し、試合を行ってください。 

 呼び出しでの案内は原則いたしませんので注意してください。 

・ドローの若い番号の選手が本部にボールを取りに来てください。 

・試合の勝者は速やかに本部まで結果報告とボールの返却を行ってください。 

・具合が悪くなった場合や熱中症の疑いがある場合は、速やかに本部に伝えてください。 



 

＜その他＞ 

・大会参加後 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、協会事務局まで速やかに

濃厚接触者の有無、参加前 2週間の健康状態等について報告してください。 

・新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、この「大会注意事項」を変更することがありま

すので試合前日に再度確認いただくようおねがいいたします。 

 

 

以上、ご協力をお願いいたします。 

 

和歌山県テニス協会一般大会委員会 
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本大会申込書に記載いただ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、本大会実施要項と大会ドローに掲載することがありま
す。また、氏名、所属につきましては和歌山県テニス協会の大会資料、ランキング作成資料として使用させて
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