
     （平成22年度） 2010.1.25

                            協 賛：株式会社ダンロップスポーツ・ＳＲＩスポーツ株式会社

       ④ 上記以外の方法での申し込み（電話・FAX等）は受け付けません。

ディレクター　　磯部　修一　　　　レフェリー　　福田　加代子   

第46回東京オープンテニス選手権大会by DUNLOP

                            主 催：東 京 都 テ ニ ス 協 会

                            後 援：東京新聞・東京中日スポーツ

(テイジンベテランJOP対象大会　グレードD1）
＜ベテランの部要項１＞

1.申込方法
　　　　　　　「ベテランの部」では　ネットエントリーは出来ません。
    ① 参加料払込受領書（郵便振替）のコピーを添付して郵送又は持参でお申し込み下さい。

     尚、申込用紙は東京都テニス協会HPよりダウンロードできます［URL⇒http://www.tokyo-tennis.jp］

       ② ダブルスの申込書はペアで1枚です。必要事項を正確に記入して下さい。

3.申込締切日　2月25日（木）１７：００　必着　　＊ベテランの部に申し込まれた人は、
                                                                一般の部には申し込み出来ません。

4.ドロー会議　3月8日（月）11：00より（シングルス）、　3月9日（火）11：00より（ダブルス）、

　　　　　　　　　　　　　　　東京都テニス協会で行います。　　　　　　　　　　　　

5.ドロー発表　3月24日（水）仮刷ドローを発表,又当協会ＨＰに3月26日（金）以降掲載いたします。

2.申込先　〒166-0002　東京都杉並区高円寺北３－２２－３　デルコホームズ5Ｆ

     　　 東京都テニス協会　東京オープン大会事務局　　℡．03-5327-2733

       ③ 大会参加料は、郵便振替にてお支払い下さい。ゆうちょ銀行　備え付けの普通払込用紙（ブルー）に
           必要事項を記入し 参加料を添えて手続きをして下さい。

            申し込みは条件を満たした申込書類全てが届いて初めて完了となります。

 　　 同封（持参）して下さい。        ※返信用封筒（表）に出場種目を記載願います。

6. 出場者全員は、傷害保険に加入していますが、会場内での事故のみに適用されます。

7. 会場には医師及びトレーナー等は常駐しておりません。

                日程・会場・注意事項をご確認下さい。

  尚、仮刷ドローの郵送希望者は申込時に,返信用封筒24×33㎝（140円分切手貼付）を

   (5) テニスウェア以外のＴシャツ・トレーニングウェア等でのプレーは認められません。

   (6) 有明テニスの森公園の駐車場は有料となります。

※昭和の森会場ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙ　ﾌｫﾚｽﾄ･ｲﾝ昭和館　昭島市拝島町4017-3　042-542-1423
                                  東京ｵｰﾌﾟﾝ出場者である事を伝え、直接ご予約願います。

   (4) 本大会はセルフジャッジ方式で行います。決勝戦は全種目ＳＣＵ(ｿﾛﾁｪｱｱﾝﾊﾟｲｱ)が付きますが、
　　　　　　70歳以上種目は決勝戦以外にＳＣＵが付く場合があります。

   (2) 日程は天候等止むを得ない事情により変更されることがあります。

   (3) 雨天の場合、当日の第1ラウンドの選手は会場に必ずご集合下さい。
             第2ラウンド以降の選手は日程を試合開始30分前までに大会本部(RF）にご確認下さい。

8．注意事項
   (1) (財)日本テニス協会発行のルールブック（ 新版）の規定を適用します。

  ﾂｲﾝの部屋しかありません。平日1名利用の場合12,000円。2名利用の場合1名8,500円の特別価格となります。
　（朝食付、税、ｻｰﾋﾞｽ料込）

   (7) JTA選手登録者の氏名、所属団体の表記は登録どおりの表記となります。
　　　　所属等の変更がある場合は、必ずＪＴＡに変更届を提出後に参加申し込みをしてください。

※　本大会の参加資格は従来どおり、ＪＴＡ選手登録の有無は問いませんが、
        申し込み締切日迄に2010年度の選手登録済みの参加者のみグレードD1規定のポイントが付与されます。

口座番号　　　００１８０－１－６０７５２２

加入者名　　　東京オープンテニス選手権大会
通信欄　　　出場種目・選手名

送金先⇒ 口座番号　　　００１８０－１－６０７５２２

加入者名　　　東京オープンテニス選手権大会
通信欄　　　出場種目・選手名

送金先⇒ 口座番号　　　００１８０－１－６０７５２２

加入者名　　　東京オープンテニス選手権大会
通信欄　　　出場種目・選手名



　　　　　   ※ボールは１セット2個使用でセット毎チェンジしますが、

　　　　　　　　　　　　　　　　セットオール後のボールチェンジはありません。

　　※天候等止むを得ない事情により試合方法が変更されることがあります。

会場 会場

単 複 日　　程 コート 単 複 日　　程 コート

○   4/20(火) ～4/25(日） ３５歳 1975/12/31

○   4/16（金) ～4/18(日） 以上 以前

○ 4/19（月) ～4/25(日） ４０歳 1970/12/31

○ 4/23（金) ～4/25(日） 以上 以前

○ 4/19（月) ～4/25(日） ４５歳 1965/12/31

○ 4/22（木) ～4/25(日） 以上 以前

○ 4/１6（金) ～4/22(木） ５０歳 1960/12/31

○ 4/23（金) ～4/25(日） 以上 以前

○ 4/１6（金) ～4/22(木） ５５歳 1955/12/31

○ 4/23（金) ～4/25(日） 以上 以前

６０歳 1950/12/31

以上 以前

６５歳 1945/12/31

以上 以前

７０歳 1940/12/31

以上 以前

７５歳 1935/12/31

以上 以前

８０歳 1930/12/31

以上 以前

＜ベテランの部 要項 ２＞

             ※1・2セットは ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 方式、　6ゲームオール・タイブレークシステム (　７ポイント　)。

　　　　　　　     ※セットスコア1－1後のファイナルセットは、10ポイントマッチタイブレーク。

　4.　試合方法　　トーナメント方式、３セットマッチ

  5　 使用球  ダンロップ　フォートイエロー　＜(財)日本テニス協会公認球＞

　8．種目・日程　（参加数により日程を変更する場合があります）
　　　　　　　　　 (ナイター及び,インドアーを使用する場合もあります)
　　　　　　*有明人工芝会場の種目については、１7（土）、18(日）の試合はありません。

有明
ハード

昭和
人工芝

○

昭和
人工芝

○ ○

昭和
人工芝 X X

 9.  全種目、異なる年齢にクロスオーバー出場する事は出来ません。

○ ○ 4/12（月) ～4/22(木）
有明

人工芝

○

有明
人工芝

4/12（月) ～4/18(日）
昭和

人工芝

12.　1日2試合以上（単複併せ、 大3試合）を予定する場合があります。

10.　本大会は日本スポーツマスターズ東京都代表選手の選考資料となります。（参加資格のある人に限ります）

11.　シードは全ての種目に於いてドロー会議時点の 新ベテランＪＯＰにより決定いたします。

　7.　参加資格　　(財)日本テニス協会所属のアマチュア選手及び
　　　　　　　　　　(財)日本テニス協会に登録しているプロフェッショナル。

※ワンコイン制度は（財）日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため選手およびジュニア
の育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンター運営の資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。

詳しくは（財）日本テニス協会に問合わせ下さい。

(テイジンベテランJOP対象大会　グレードD1）

　1.　期日　　4月8日(木) ～ 4月25日(日)

　6.　参加料　　本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。参加にあたり、
　　             参加料とは別途、各種目ワンコイン制度金100円を負担願います。
　　　　　シングルス　9,100円（参加料9,000円＋ワンコイン制度100円）
          ダブルス（1組）10,100円（参加料10,000円＋ワンコイン制度100円）
                                   ※１組分まとめてお支払い願います。

　2.　会場　　東京都立有明テニスの森公園（ハードコート・砂入り人工芝）、
　　　　　　　   昭和の森テニスセンター（砂入り人工芝）

　3.　参加数　　全種目制限がありません。
　　　　　　　　　但し、申込みが4名または4組に満たない場合は実施いたしません。

男　子

×

年齢
区分

該当条件
(生年月日）

女　　子

有明
ハード ×

○ 4/12（月) ～4/18(日）

有明
ハード

○ ○ 4/12（月) ～4/18(日）
有明

ハード

4/14（水） ～4/21(水） 4/12（月) ～4/20(火）

有明
ハード

有明
ハード

○ ○ 4/12（月) ～4/22(木）
有明

人工芝

有明
ハード

○

昭和
人工芝

○ ○ 4/12（月) ～4/21(水）
昭和

人工芝
○ ○ 4/14（水) ～4/22(木）

○ ○

○ ○ 　4/8（木) ～4/15(木）

○ ○ 4/14（水） ～4/21(水）

○ ○ 4/19(月)　～4/22(木）
有明

人工芝 X X

http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin�


　第４６回　東京オープン選手権大会  　by  DUNLOP
平成22年度(2010年）

〆切　2/25(木）  17:00 必着

＊本大会(ﾜﾝｺｲﾝ制度対象大会)要項を必ず確認の上、記入してください。
＊9,100円（参加料9千円+ﾜﾝｺｲﾝ制度百円）の払い込み受領書（郵便振替）
　　コピーを必ず本書裏面に添付してください。

G ＪＯＰポイント

L （シングルス）

*本大会申込書に記載頂きました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致しますとともに、氏名・所属・登録番号

につきましては、本大会プログラムに掲載します。また、氏名・所属・登録番号につきましては、日本テニス協会と各地域テニス協会間の大会資料として

使用させて頂く他、テニスランキングに掲載し公開致します。更に、大会の記録として本協会の情報誌等へ掲載させていただきます。

 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致しません。

ポイント

　　　〒　　　　　　ー
本人現住所

所属団体名
JTA登録通りに記載

選手登録　　Ｎｏ

１９□□年

　　　歳

携帯電話番号

電 話 番 号　

所属団体　の　　→
　加盟　都道府県

協会記入欄
備　考 シードＮｏ

 * 以上、本大会要項を確認の上、参加申し込みをします。

ドローＮｏ

　　男子

ベテランの部　　　参加申込書

本紙でのダブルス
申し込みは不可です

シングルス

女子

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

ベテラン選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

または
選手登録料払い込み受領証のコピー

をここに貼り付けてください。

参加料払い込み受領書コピーは本書裏面に添付

申し込み締め切り時までに２０１０年度選手登録を完了された方のみにベテランＪOPポイントが付与されます

申　し　込　み　種　目　（選択項目を○囲い）

　３５歳以上 ･　４０歳以上・　４５歳以上・　５０歳以上･　５５歳以上･　６０歳以上・　６５歳以上･　７０歳以上・　７５歳以上･　８０歳以上　

＊　ＪＴＡ選手登録選手の方の　氏名、所属名はプログラム等に登録通りに表記されます。

生 年（西暦） 　　2010/12/31日現在

　　　　　歳氏名

フリガナ



　第４６回　東京オープン選手権大会  　by  DUNLOP
平成22年度(2010年）

＊本大会(ﾜﾝｺｲﾝ制度対象大会)要項を必ず確認の上、記入してください。

　　　本　　　　人 パ　ー　ト　ナ　ー
Ｇ Ｇ
Ｌ Ｌ

フリガナ フリガナ

生 年 生 年

（西暦） （西暦）

*本大会申込書に記載頂きました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致しますとともに、氏名・所属・登録番号

につきましては、本大会プログラムに掲載します。また、氏名・所属・登録番号につきましては、日本テニス協会と各地域テニス協会間の大会資料として

使用させて頂く他、テニスランキングに掲載し公開致します。更に、大会の記録として本協会の情報誌等へ掲載させていただきます。

 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致しません。

シードＮｏ ドローＮｏ

氏名

歳

ＪＯＰ
　　ダブルスポイント

氏名

　　〒　　　　　　ー 　　〒　　　　　　ー

ダブルス

*  ダブルス申し込みは必ず本紙一枚に一組分（2名)記入し, 一組2名分10,100円
(参加料1万円+ﾜﾝｺｲﾝ制度一組百円)の払い込み受領書（郵便振替)コピーを必ず
本書裏面に 添付してください。

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

ベテラン選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

または
選手登録料払い込み受領証のコピー

をここに貼り付けてください。

パートナー分

参加料払い込み受領書コピーは本書裏面に添付

〆切　2/25(木）  17:00 必着
ベテランの部　　　参加申込書

本紙でのシングルス
　申し込みは不可です

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

ベテラン選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

または
選手登録料払い込み受領証のコピー

をここに貼り付けてください。

本人分

参加料払い込み受領書コピーは本書裏面に添付

ポイント

19 □□年

歳
　　ダブルスポイント

2010/
12/31現在

ポイント

19 □□年

ＪＯＰ
歳

＊　ＪＴＡ選手登録選手の方の　氏名、所属名はプログラム等に登録通りに表記されます。

歳

選手登録　　Ｎｏ 選手登録　　Ｎｏ

電話番号

2010/
12/31現在

電話番号

現住所

所属団体名
JTA登録通りに記載

所属団体名
JTA登録通りに記載

ダブルスポイント
協会記入欄

備　　考

所属団体　の
　加盟　都道府県

所属団体　の
　加盟　都道府県

 * 以上、本大会要項を確認の上、参加申し込みをします。

申し込み締め切り時までに２０１０年度選手登録を完了された方のみにベテランＪOPポイントが付与されます

女子

　３５歳以上 ･　４０歳以上・　４５歳以上・　５０歳以上･　５５歳以上･　６０歳以上・　６５歳以上･　７０歳以上・　７５歳以上・　８０歳以上　

　　男子申　し　込　み　種　目　（選択項目を○囲い）

携帯電話 携帯電話

現住所
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