
（平成22年度） 2010.1.25

　　　Ａ）東京都テニス協会に直接申込みされる場合

　　　　Ｂ）ネットエントリーされる場合
  ①ＪＯＰ ＴＥＮＮＩＳ.ＣＯＭ (http://www.jop-tennis.com /) にログインしてお申込み下さい。

  ② 参加料及び、ワンコイン制度金の支払いは、ＪＯＰ ＴＥＮＮＩＳ.ＣＯＭ　の決済案内に従ってお支払い下さい。

  ③参加キャンセル他、詳細はＪＯＰ ＴＥＮＮＩＳ.ＣＯＭ　に問合わせ下さい。（℡.042-580-4601)

9．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。参加者はよく読んでご参加下さい。

(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。

第46回東京オープンテニス選手権大会by DUNLOP

＜一般の部要項 １＞
                                               主 催： 東京都テニス協会

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

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

1.申込方法　

　　①要項をよく読み、所定の申込用紙（コピー可。Ａ４サイズ）に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。

　　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。必要事項を全て正確に記入して下さい。

　　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。

　　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。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。

　　　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.申込締切日　2月25日（木）　必着　　　　＊一般の部に申し込まれた人は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベテランの部には申し込み出来ません。

4.ドロー会議　3月12 日（金 ）１０：００　より、東京都テニス協会で行います。

5.ドロー発表　3月26日（金）当協会ＨＰに掲載いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程・会場・注意事項をご確認下さい。

6.本大会一般の部シングルス・ダブルスの成績により国体東京都代表選手（参加資格のある者）
　または国体二次予選大会に推薦いたします。

7.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。

8.会場には医師及びトレーナー等は常駐しておりません。

(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（レフェリー又は運営責任者）にご確認下さい。

(4) 本大会は全てセルフジャッジ方式で行います。但し、決勝戦のみＳＣＵ(ソロチェアアンパイア)が付きます。

(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。

ディレクター　　磯部　修一　　　　　　　　　　　レフェリー　　福田　加代子

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⇒



　　　　　　ダブルスの一次予選は行いません。

 4.試合方法　シングルス　トーナメント方式　3セットマッチ　※各ｾｯﾄ、ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｼｽﾃﾑ（7ﾎﾟｲﾝﾄ）。

　　　Ａ）東京都テニス協会に直接申込みされる場合

　　　Ｂ）ネットエントリーされる場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

シングルス ダブルス（ペア） シングルス ダブルス（ペア）

　優勝 200,000 60,000 100,000 30,000

準優勝 100,000 30,000 50,000 15,000

３～４位 53,000 16,600 26,500 8,300

５～８位 28,500 10,400 14,250 5,200

９～16位 15,500 6,900 7,750 3,450

17～32位 8,500 ＿＿ 4,250 ＿＿

＜一般の部要項 2 ＞

 1.期日　　4月14日(水) ～ 4月25日(日)

《 予選4月14日(水）～ 4月18日(日)　本戦4月19日(月) ～ 4月25日(日)

 2.会場　　東京都立有明テニスの森公園（ハードコート）

 3.参加数　　本戦シングルス32　ダブルス16

　　　　　　二次予選は本戦と同数。シングルス一次予選については制限がありません。

　　　　　　　ダブルス　※1・2セットは　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。

　　　　　　　　※　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、

　　　　　　　　　　　　　　　　ダブルスでは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。

 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

 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（1人）･ダブルス（1組）　予選8,100円（参加料8,000円＋ワンコイン制度100円）

　　　　　　　　本戦12,100円（参加料12,000円＋ワンコイン制度100円）

　　　　　　　　（本戦出場者は、差額4,000円を必ず試合前に会場でお支払い下さい）

　　　　       参加料、ﾜﾝｺｲﾝ制度金は、JOP TENNIS.COM (http://www.jop-tennis.com /) にお支払い下さい。

　
※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。

男子 女子

※(財)日本テニス協会選手登録について＜アマチュア選手のみ＞

　　　　　　　　種目
　順位

　所定の選手登録用紙(郵便振替払込取扱票)に必要事項を記入の上、3,000円(年間登録料)を添えて(財)日本テニス協会へ
　　　　　ゆうちょ銀行よりお申し込み下さい。（登録手続には日数がかかりますのでお早目にお願いいたします）

 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＞

 9.大会グレード　オープントーナメント公認内規によります。

10.賞金ブレークダウン

　　登録方法及び登録料

　　　　　　　　(財)日本テニス協会に登録しているプロフェッショナル。
               本戦・二次予選出場者は,(財)日本テニス協会の選手登録が必要です。事前に登録手続きをして下さい。

              （一次予選は東京都国体選考種目につき、未登録者でも参加できます）

 8.賞金総額　　１５０万円（男子100万円、女子50万円）

　　　　　　　　※ダブルスの参加料は1組分まとめてお支払い願います。

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）
＊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。
＊8,100円(参加料８千円+ﾜﾝｺｲﾝ制度百円)の払い込み受領書（郵便振替）

　　　なお、本選追加金4,000円は会場にてお支払い下さい。
＊本選・二次予選出場者は、(財）日本テニス協会の選手登録が必要です。

M

F

*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。

プロフェッショナル

一般　の　部 　　　参加申込書 シングルス
本紙でのダブルス

申し込みは不可です

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

アマチュア選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

　またはJTAへの登録料
払い込み票兼受領証のコピー
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　種　目　（選択項目を○囲い） 　　男子

　　　　　　　　　位

１９　　　　　年　　　　月　　　　日

女子

協会記入欄
備　考 シードＮｏ ドローＮｏ

 * 以上、本大会要項を確認の上、参加申し込みをします。

所属団体名

所属団体　の
加盟　都道府県協会

本人現住所

〒　　　　ー　　　　

電 話 番 号 携 帯 電 話

　　コピーを必ず本書裏面に添付してください。

フリガナ

氏名
生年月日
（西暦）

ＪTA
ランキング

登録Ｎｏ
アマチュア



　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）

＊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。
＊本選・二次予選出場者は、(財）日本テニス協会の選手登録が必要です。 申し込みは不可です

　　　本　　　　人 パ　ー　ト　ナ　ー

登録 アマチュア M 登録 アマチュア M
　　Ｎｏ プロ F 　　Ｎｏ プロ F

フリガナ フリガナ

生年月日 生年月日
（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。

一般　の 部 　　　参加申込書 ダブルス

本紙でのシングルス

*  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8,100円（参加料八千円+ﾜﾝｺｲﾝ一組百円）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。
　　なお、本選追加金4,000円は会場にてお支払い下さい。

位ＪTA　ランキング ＪTA　ランキング位

申　し　込　み　種　目　（選択項目を○囲い） 　　男子 女子

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

アマチュア選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

　またはJTAへの登録料
払い込み票兼受領証のコピー
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

選手登録Noの所持者は
２０１０年度

アマチュア選手登録証・
プロフェッショナル登録証のコピー

　またはJTAへの登録料
払い込み票兼受領証のコピー
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

　　　19　　　   　年　　　　月　　　　　日 　　　19　　　   　年　　　　月　　　　　日

氏名 氏名

電話番号

携帯電話 携帯電話

現住所 現住所

所属団体　の
加盟　都道府県協会

所属団体名

電話番号

 * 以上、本大会要項を確認の上、参加申し込みをします。

協会記入欄

所属団体名

所属団体 の
加盟　都道府県協会

ドローＮｏシードＮｏ備　　考
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