
１．主　　催　　　　神奈川県テニス協会
２．後　　援　　　　神奈川県教育委員会、（財）神奈川県体育協会、小田原市教育委員会、
　　　　　　　　　　厚木市教育委員会、横浜市市民活動推進局
　　　　　　　　　　（財）日本テニス協会、関東テニス協会、毎日新聞社、神奈川新聞社、
　　　　　　　　　　ＴＶＫ、荏原湘南ＳＣ
３．期　日 平成２２年６月１４日（月）から６月２１日（月）
４．会　場 ＊横浜市　三ツ沢公園コート(砂入り人工芝) 　会場住所：横浜市神奈川区三ッ沢西町３－１

＊小田原市営  小田原TG(砂入り人口芝)　会場住所：小田原市蓮正寺８３１
＊厚木市　　南毛利コート(砂入り人口芝)　会場住所：厚木市温水西１２７１

５．種 目 男子３５才､４０才､４５才､５０才､５５才､６０才､６５才､
男子７０才、７５才、８０才以上の各単・複。
女子４０才、４５才、５０才、５５才、６０才、６５才、７０才以上の各単・複。
女子７５才以上の複。

　　　　　　該当年齢別については以下。
　　　　　　　　３５才以上　　１９７５年（昭和５０年）１２月３１日以前に生まれた者
　　　　　　　　４０才以上　　１９７０年（昭和４５年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　４５才以上　　１９６５年（昭和４０年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　５０才以上　　１９６０年（昭和３５年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　５５才以上　　１９５５年（昭和３０年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　６０才以上　　１９５０年（昭和２５年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　６５才以上　　１９４５年（昭和２０年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　７０才以上　　１９４０年（昭和１５年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　７５才以上　　１９３５年（昭和１０年）１２月３１日　　　　〃
　　　　　　　　８０才以上　　１９３０年（昭和　５年）１２月３１日　　　　〃

女子７５才以上の種目を除いてクロスオーバーは出来ません
　　　注意　　本大会出場者が無断で欠場した場合、次年度の本大会に出場を認めません。

６．試合方法
　　　　全試合３セットマッチ、マッチタイブレークシステムとする。セットブレークルールを採用します。
　　　　（１、２、セット（６－６タイブレーク）ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク。

　　　　但し、天候等により変更がある。　審判はセルフジャッジを原則とする。
　　　　　　　各会場ロービングアンパイヤを配置します。決勝戦にはSCUを付ける。

７．使用球　　ダンロップフォート（黄）、２球、ボールチェンジ、ファイナル
８．参加料　　全種目・・・・・単複ともそれぞれ　　　　１０，１００円

（本大会はワンコイン対象大会です、１００円はワンコイン制度金）
９．申込締切日　　平成２２年５月１０日（月）２４：００

１０．申込み方法
       締切日24：00までにインターネット（パソコンのみ）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 9:00～17:00）
       締切り後、成立した種目にお申込みの選手には、決済伝票(コンビニ払込票)をお送りいたします。
       伝票に記載の期限までにお近くのコンビニにてお支払いください。
　　　 締切日５月１０日（月）を過ぎた場合はキャンセルできません。（お支払いの義務が発生します）
　　　 締切日までのキャンセルはFAX：042-580-4602まで、それ以降の欠場はFAX：045-511-0665まで
　　　 それぞれ届けてください。（FAX後はそれぞれ到着確認のお電話をお願いします）

ダンロップカップ
神奈川オープンベテランテニス２０１０
（テイジンベテランJOP対象大会E１）

大　会　要　項



１１．ユニホームは、テニスウェアとします、（Tシャツ、トレーナー、トレーニングウエア）は認めません。

１２．ドロー会議　　５月１４日（金）　１０：００～荏原湘南スポーツセンター
　　　　　　　　　　　　　（各種目毎の日程はドロー会議で決定します）

　注　　意 １．本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います。
２．本大会は、「ＪＴＡテニスルールブック２０１０」の規定を適用します。（２０１０年版）
３．本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。
４．服装、テニスウエア（Ｔシャツ・トレーナー・トレーニングウェア）は認めません。
５．参加選手は（財）日本テニス協会発行のテニスルールブックを必ず読んで参加すること。

トーナメント委員会
トーナメントディレクター 山田　悠一
アシスタントディレクター 仁尾　正和　・　辻　修身　・　鶴岡美津子
トーナメントレフェリー 　　篠原　房高
アシスタントレフェリー 　 青山　悦二　・　川上　利勝　・　永広 三代子

　　【お申込に関するお問合せ先】　SPORTS SUNRISE .COM
Tel：042-580-4601　Fax：042-580-4602 Mail：info@jop-tennis.com

　　【大会に関するお問合せ先、欠場の連絡】　 神奈川県テニス協会
横浜市鶴見区鶴見中央１－１８－２　井上スポーツ気付
Tel：045-511-0665　Fax：045-511-0665



 
申込先 FAX：０４２-５８０-４６０２ 締切日５/１０（月） 

送信後は必ず確認の電話をお願いします。TEL:042-580-4601 （平日９:00～17:00） 

 
送信後は必ず確認の電話をお願いします。TEL:042-580-4601 （平日９:00～17:00） 

※メールアドレスを記入した場合は受付確認の他、大会情報等が配信されます。 
 

神奈川オープンベテランテニス 2010 申込書 

年齢 

（○で囲む） 
（男子） 35 歳・40 歳・45 歳・50 歳・55 歳・60 歳・65 歳・70 歳・75 歳・80 歳

（女子） 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65 歳・70歳・75歳（ダブルスのみ）

・この用紙一枚でシングルス 1 名と、そのダブルスの 2 種目が申し込めます。 

・ダブルスは代表の方のみお申し込み下さい。（パートナーのシングルスは別紙が必要です。） 

・ご希望の年齢と下記種目に○をつけ、以下の用紙の項目全てにご記入下さい。 

・単複お申込みの際は年齢のクロスオーバーは出来ません。同一年齢でお申込下さい。 

・JOP TENNIS .COM の会員番号（Ｖ○○○○○）をお持ちの方は、太線の中のみご記入下さい。 
 
 種目（○で囲む） 

 

男子： シングルスのみ ・ ダブルスのみ ・ 両方 

女子： シングルスのみ ・ ダブルスのみ ・ 両方 

 

JOP-TENNIS.COM 会員 NO. Ｖ            （会員登録 NO.をお持ち方のみご記入ください） 

JTA ベテラン登録 NO.         or 申請中 所属
アマチュア ・ プロフェッショナル（○で囲む） 

団体名： 

ふりがな  西暦 

氏名  
生年月日 

19  年   月   日 

住所 
〒 

 

TEL  FAX  携帯  

E-mail(PC)                      @ 

携帯 mail                      @ 

※メールアドレスを記入した場合は受付確認の他、大会情報等が配信されます。 

ダブルス パートナー用  パートナーのシングルスはもう一枚、ご記入が必要です。 

JOP-TENNIS.COM 会員 NO. Ｖ            （会員登録 NO.をお持ち方のみご記入ください） 

JTA ベテラン登録 NO.         or 申請中 所属
アマチュア ・ プロフェッショナル（○で囲む） 

団体名： 

ふりがな  西暦 

氏名  
生年月日 

19  年   月   日 

住所 
〒 

 

TEL  FAX  携帯  

E-mail(PC)                      @ 

携帯 mail                      @ 



JOP TENNIS.COM のご案内 
JOP TENNIS .COM( http://www.jop-tennis.com )は株式会社スポーツサンライズドットコムが運営するサイトで

す。JOP TENNIS.COM は、選手の皆様に大会のエントリーからエントリー費のコンビニ決済、また、インターネット

による情報提供等のサービスを行っています。 http://www.jop-tennis.com/ には一般・ベテラン・ジュニアのサ

イトがありご利用いただくにはそれぞれ会員登録が必要です。 

 
【ベテラン大会へのエントリーの流れ】  ※いずれの方法でも会員登録が必要です。 
                      
 
 
 
 

1.会員登録をお願いします 
まずは無料の会員登録をお願いします。登録が完了すると、会員番号とパスワードをメールと郵送でご案内します。会員番

号とパスワードは大会にエントリーする時に使用しますので大切に保管してください。次回ご利用の際にはこの会員番号と

パスワードをご利用いただけますので会員登録の必要はありません。ご登録いただいたメールアドレスには情報のメール配

信を行います。 
2.大会情報をご確認ください 

JOP TENNIS .COM では各地で開催されている大会を御紹介しています。大会情報に NET マークのある試合が JOP 
TENNIS.COM でエントリーができる大会です。詳細は大会要項で必ずご確認ください。 

3.そのままネットエントリーできます 
大会情報画面右上の「GO!ネットエントリー」から会員番号とパスワードを入力し、簡単にエントリーできます。メールア

ドレスを登録している場合は、エントリー受付確認が配信されます。受付確認が配信されない場合は、エントリーが完了し

ていませんのでご注意ください。 
エントリー内容を会員サービスのエントリー＆決済履歴情報にて必ずご確認お願いします。 

4.コンビニでお支払い 
エントリー後、リストもしくはドローが発表になりましたらご登録いただいたご住所に払込取扱票をお送りします。お近く

のコンビニエンスストアからお支払ください。なお、ご利用に際しましてはエントリー毎に手数料（525 円）がかかります。

この手数料とエントリー費の合計金額が払込取扱票のご請求額です。 
***ご注意*** 

 払込取扱票が届いたら払込取扱票に印刷されている期日までにお支払いください。支払期限を過ぎた払込取扱票はお取り

扱いができなくなります。支払期限までに入金が確認できない場合には、支払期限を延長した払込取扱票を再発行いたしま

すので新しい払込取扱票にてお支払いください。但し再発行の場合には、 １回につき 210 円の再発行手数料が加算されま

すので予めご了承ください。 
キャンセルは要項に記載のエントリー締切日までに FAX:042-580-4602 へ届け出てください。FAX 送信後に必ず、確認のお

電話を(TEL：042-580-4601 平日 10：00-17：00)お願いいたします。確認電話がない判読困難な FAX は責任を負いかねま

すのでご了承ください。 
5.便利な会員専用無料サービス 

ご登録した内容は会員サービスの画面で変更できます。info@jop-tennis.com 又は TEL:042-580-4601(平日

10:00-17:00)でも承ります。（但しご登録されているご連絡先からに限らせていただきます。） 
個人情報保護について 
 株式会社スポーツサンライズ ドットコム（以下、当社といいます。）は、お客さまの個人情報やプライバシーを保護する事が、当社事業活
動において重要である事を認識し、それを尊守する事をお約束いたします。当社は、お客さまの氏名、住所、メールアドレス等の個人情報が、

お客様にとっての貴重なプライバシー情報であることを認識しています。当社の website は、お客様ご自身が個人情報を開示することなく閲覧
利用する事ができます。また、website を閲覧されただけでは、お客様の個人情報が収集される ことはありません。（ただし、お客様から個
人情報をご提供いただけない場合には、御利用いただけないサービスもあります）。当社の website で個人情報が必要な場合には、その旨を明

示し、 収集した個人情報の扱いについても、事前にお客さまが確認できる用意をいたします。 
個人情報の利用について 
 お客様からご提供頂いた個人情報は、以下の何れかに該当する場合を除き、第三者へは開示いたしません。 

• お客様の同意がある場合。 
• お客様個人を識別することができない状態で開示する場合。 
• 大会主催者へ必要事項を通知する場合。 

• 弊社が有益と判断した斡旋情報の提供、大会情報やランキング通知などのサービスとして必要事項をメールあるいは郵送等で送付す
る場合。 

• あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している企業等の第三者へ業務委託等に必要な限度において開示する場合。 

• 有料サービスのご利用や商品のご注文等で決済が必要な場合。 
• 法令等により要求された場合。 

6.会員登録の削除 
会員登録の削除については、info@jop-tennis.com 又は TEL:042-580-4601(平日 10:00-17:00)へご連絡をお願
いいたします。（但しご登録されているご連絡先からに限らせていただきます。） 

①パソコン http://www.jop-tennis.com/  
 で会員登録＆エントリー 

②ＦＡＸで会員登録＆エントリー 

コンビニ 
でお支払 大会出場 

インターネットで 
ドローを確認 


