
１．  主　　催 神奈川県テニス協会

２．　公　　認 (公財)日本テニス協会

３．  後　　援 川崎市、（公社）川崎港振興協会、関東テニス協会、神奈川新聞社

４．　協    賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

５．  期　　日

　１２月７日（月）～１２月１３日（日）、予備日１４日（月） 

※ただし、申込数により初日が後ろにずれる場合がありますので、ご承知ください。

６．  会　　場 県立スポ-ツセンタ-テニスコ-ト(砂入り人工芝) 藤沢市善行７－１－２

西湘スポーツセンタ-テニスコ-ト(砂入り人工芝) 小田原市西酒匂１－１－２６

川崎市富士見公園テニスコート（砂入り人工芝）　　 川崎市中原区１－１－６

川崎市マリエンテニスコート（砂入り人工芝） 川崎市川崎区東扇島３８－１

小田原市小田原テニスガ-デンコ-ト(砂入り人工芝） 小田原市蓮正寺８３－１

７．  種    目 、日　　程

単 複 単 複

単　　12/5(土)～12/7(月)
　　　 12/11(金)～12/13(日)
複　　12/5(土)、12/6(日)
　　　 12/12(土)、12/13(日)
　　 予備日　12/14(月)
会場　
　　　県立スポーツセンター
　　　西湘スポーツセンター
　　　川崎富士見、マリエン
　　　小田原テニスガーデン

８． 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します。（各ゲームデュース有り）

　1・2セットは6-6タイブレークとし、ファイナルセットは10ポイントマッチタイブレークとします。

但し、男女７５歳以上～８０歳以上、男子８５歳以上の種目は各ゲームセミアドバンテージとします。

また、天候等により変更があります。 審判はセルフジャッジを原則とします。

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を付けることがあります。

申込数が３人(組)の場合はＲＲで行ないます。同率の順位決定方法は大会注意事項に記載します。

○ ○ ８０歳以上 1940.12.31以前 ○ ○

○ ○ ８５歳以上 1935.12.31以前

○ ○

○ ○ ７５歳以上 1945.12.31以前 ○ ○

1950.12.31以前

○

○ ○ ６５歳以上 1955.12.31以前 ○ ○

○ ○

12/7(月)～13日(日)
予備日12/14(月)
会場
　　川崎富士見
　　小田原テニスガ-デン

 *参加数により変更する
　場合があります。

６０歳以上 1960.12.31以前 ○

○ ○ ７０歳以上

○

1975.12.31以前 ○ ○

○ ○ ５０歳以上 1970.12.31以前 ○ ○

○ ○ ５５歳以上 1965.12.31以前 ○

12/7(月)～13日(日)
予備日12/14(月)
会場
　　川崎富士見
　　小田原テニスガ-デン

 *参加数により変更する
　場合があります。

○ ○ ４０歳以上 1980.12.31以前 ○ ○

○ ○ ４５歳以上

○ ○ ３５歳以上 1985.12.31以前

その他の種目

男子
年齢区分

該当条件 女子
日程、会場 生年月日 日程、会場

第８回
神奈川オープンベテランウインターテニス２０２０

(●日本商業開発(株)ベテランJOP対象大会E１)

大会要項

男子35歳以上～55歳以上
　単１２月５日（土）～７日(月)、１１日(金)～１３日(日)、予備日１４日(月)
　複１２月５日(土）、６日(日)、１２日(土)、１３日(日)、予備日１４日(月)

本大会の開催に当たり、新型コロナウイルスの感染拡大予防対策を実施します。参加選手の皆様には、別添の【新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のお願い】を一読の上、遵守にご協力をお願いします。
また、第２次第３次感染拡大等のために大会が中止となる場合があることをご承知おきください。



９．  使用球 ダンロップフォートイエロー

　各セット２球使用とします。

　ただし、ファイナルセットは10ポイントタイブレークのため、ボールチェンジを行いません。

１０．参加料 シングルス１人：１０，１００円、ダブルス１組：１０，１００円 (参加者全員に参加賞有り)　

(本大会はワンコイン対象大会で、100円はワンコイン制度金です。)

１１．申込締切日 ２０２０年１１月１０日(火)

1２. 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までお申込みください。

FAX送信後は必ず到着確認の電話をお願いします。(TEL:042-580-4601平日9:30∼17:00)

ドロー発表後、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。 (エントリー手数料550円)

（単複同時にエントリー頂いた場合の手数料は550円のみです）

締切日１１月１０日(火)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、それ以降の欠場は下記注意事項参照

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)

エントリー受付期間： 　１０月６日（火）０時００分　～　１１月１０日（火）２４時００分

1３. ドロー会議 １１月１７日(火)１３：００～藤沢商工会館　ミーティングルーム

ドローは、１１月２４日(火)JOP-TENNIS.COM、神奈川県テニス協会ホームページに掲載します。　

　http://www.kanagawa-tennis.jp/

1４. 仮設電話 大会期間中は、問合せ用の電話を各会場に設置します。(番号案内はドロー発表後)

（受付時間は、各日８：３０～試合終了時）

１５．注意事項 １）本大会は、「JTAテニスルールブック２０２０」 の規定を適用します。

２）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。

３）参加選手は(公財)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してください。

４）服装はテニスウェアとします。テニスウェアかどうかはレフェリーが判断します。

５）欠場の連絡(締め切り以降)は、神奈川県テニス協会事務局へ紙文書を提出してください。(FAX可)

　　　　〒254-0002　平塚市横内3242-3　オーク横内2-202　　大会ディレクター　北野 博史宛

　　　　大会用FAX番号：０４６６－４４－１３４９

       ※大会期間中の欠場の場合は、各会場仮設電話にも連絡を入れてください。

       ※一度提出された欠場届けは、取り消すことは出来ませんのでご注意ください。

６）各会場とも極力公共交通機関をご利用ください。

７）大会日により、会場の移動がありますので、必ず日程をご確認ください。

８）本大会では傷害保険に加入しています。また、会場には医師・トレーナーは常駐して

     いませんので予めご承知ください。

９）本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います。

10）大会が中止となった場合、未開始の種目について参加料を返金します。また開始済みの

　　 種目については、試合が未実施の場合（W.Oは除く）に参加料を返金します。

　　　　　【個人情報の取扱いについて】

　　　申込みに係わる個人の情報は、本協会で管理し、本大会の運営に関する事以外には利用しません。

ディレクター 　北野 博史　　　　　　　レフェリ-　　吉本　孝子

【お申込に関するお問合せ先：SPORTS SUNRISE.COM】

TEL：０４２－５８０－４６０１ FAX:０４２－５８０－４６０２　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info＠ｊop-tennis.com

【大会に関するお問合せ先：神奈川県テニス協会　ベテラン委員会】【大会に関するお問合せ時間：９時～１７時】

ＴＥＬ：０８０－３５２２－６０６０（発信番号不通知の電話にはお答えできません）



【新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い】

（１）２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。　

　　　会場で以下に該当することが判明した場合には、出場を取消し、退場いただく場合があります。

　　　　・ 平熱を超える発熱

　　　　・ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

　　　　・ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）

　　　　・ 嗅覚や味覚の異常

　　　　・ 体が重く感じる、疲れやすい等

　　　　・ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

　　　　・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　　　　・ 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発表されている国・地域等への

　　　　　 渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある

　　　　・ その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある

（２）大会に参加する方は当日「参加者確認票」（添付）に自宅で記入・検温し受付に提出ください。

　　　参加者確認表を事前に用意できない方は、自宅で検温し会場に用意した本票に必要事項を記載して

　　　提出ください。提出いただけない場合には参加をお断りする場合があります。

（３）来場できるのは選手のみとします。応援・見学の方ははご遠慮下さい。

（４）大会会場では以下の事項を遵守ください。

　　　　・ 会場で定められた感染防止対策規則に従ってください

　　　　・ LINE を利用されている方は「LINE コロナお知らせシステム」ポスターのQR コードを読み込み

　　　 　　システムに登録ください

　　　　・ 既に厚生労働省「COCOA システム」をインストール済の方はBluetooth をオンにしてください

　　　　・ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください

　　　　・ 受付時は２ｍ以上の距離をおいて並んでください

　　　　・ 観覧席では距離をおいて座り、大きな声での会話は慎んでください

　　　　・ 試合中を除きマスクを必ず着用ください

　　　　・ ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ず持ち帰りください

　　　　・ 自分の試合が終了したら直ちに退出ください

（５）試合中は以下の事項を遵守ください。

     　　　感じたらすぐに外してください

（６）開催日後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、あるいは発症した方の濃厚接触者で

　　　あることが判明した場合には、神奈川県テニス協会事務局まで速やかに報告ください。

（７）第２次第３次感染拡大等のために大会が中止となる場合があることをご承知おきください。

　　　その場合には未開始の種目について参加料を返金します。また開始済みの種目については、試合が

　　　未実施の場合（W.Oは除く）に参加料を返金します。



以下を自宅で記入・検温し、参加当日に受付まで提出ください。

１． 参加日  ２０２０年　　１２月　　　　日

２． 大会名 　第８回神奈川オープンベテランウインターテニス２０２０

会場

３． 氏名 年齢

住所

電話番号

４． 参加当日の体温 ℃

５． ２週間前から参加当日までの間に以下の有無をチェックをしてください。

ひとつでも「有」がある方は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。

平熱を超える発熱

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

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発表さ

れている国・地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある

その他気になる症状がある場合は具体的にお書きください

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。

本紙は一カ月間経過後に焼却廃棄いたします。

神奈川県テニス協会

問合せ先　080-7793-8317

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

参 加 者 確 認 票

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無


