
 

 

 

 

 

 

 

 主催／関東テニス協会 

 後援／読売新聞社 

 協賛／株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

 運営主管／神奈川県テニス協会、千葉県テニス協会、埼玉県テニス協会、山梨県テニス協会、栃木県テニス協会 

 協力／日本女子テニス連盟 

1. 期日  2023年5月15日（月）～5月21日（日） 予備日5月22日（月）  

2. 会場  小田原会場（砂入り人工芝）  ／小田原テニスガーデン（神奈川県小田原市蓮正寺83-1） 

千葉白子会場（砂入り人工芝）／白子テニス共同コート（千葉県長生郡白子町中里3346） 

                   ／アポロコーストテニスクラブ（千葉県長生郡白子町中里5357-1） 

（白子会場は大会期間中、他の大きな大会が開催されます。宿泊予約は早くされる事をおすすめします。） 

埼玉会場（砂入り人工芝）   ／熊谷さくら運動公園テニスコート（埼玉県熊谷市小島157-1） 

山梨会場（砂入り人工芝）    ／小瀬スポーツ公園テニスコート（山梨県甲府市小瀬町840） 

栃木会場（砂入り人工芝）   ／栃木県総合運動公園テニスコート（栃木県宇都宮市西川田4-1-1） 

3. 参加資格 （公財）日本テニス協会加盟の各都道府県テニス協会加盟団体に所属し、かつ（公財）日本テニス協会に2023年度のベテラン選手登録を行った登録 

            者、および競技者規程による（公財）日本テニス協会2023年度プロフェッショナル登録者。 

4. 種目・制限数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ※やむをえない事情により、会場、コートサーフェス、試合方法等が変更になる場合があります。ナイターを使用する場合があります。 

5. 試合方法 トーナメント方式。３名（組）の場合はラウンドロビン方式。各試合3セットマッチ（各セットとも6ゲームオールで7ポイントタイブレーク方式）。 

ダブルス全種目及び男女80、85歳以上シングルスのファイナルセットはマッチタイブレーク方式（10ポイント）を採用します。 

全種目ノー・アド方式、セットブレーク。 

決勝のみ審判（SCU）がつきます。その他の試合はセルフジャッジで行います。ロービングアンパイアを配置します。 

6. 参加料          シングルス（1名）、ダブルス（1組）につき 11,６00円 (ワンコイン制度金100円が含まれております。) 

ドロー発表後、スポーツサンライズよりお送りする決済伝票で、伝票記載期限内にお支払いください。 

（エントリー手数料550 円が別途かかります。※単複同時エントリーの場合は 550 円のみです。） 

7. 使用球          ダンロップフォート イエロー（各セット2球使用）、セットチェンジ。マッチタイブレーク採用種目のファイナルセットはボールチェンジはありません。 

8.   申込締切 4月4日（火） 24：00 

9.   申込方法 ①ネットエントリー：JOP TENNIS．COM（http://www.jop-tennis.com ）にアクセス 

⇒ 会員登録（無料） 会員番号、パスワード取得 ⇒ エントリー確認 ⇒ 通知メールで確認 

同サイトの「あなたのエントリー記録」か「決済履歴情報」でも必ず確認してください。 

②FAX エントリー：所定の用紙に必要事項を記載 ⇒ FAX 送信 042-580-4602 

⇒ 電話にて到着確認 TEL 042-580-4601（平日10：00～16：00） 

③選手登録申請中の方はネットエントリー、FAX エントリーにかかわらず、エントリーと同時に払込済みの振込用紙（申込種目氏名明記）を 

スポーツサンライズまで FAX してください。 

④ご質問がある方は、スポーツサンライズにお問合せください。（TEL 042-580-4601 平日10：00～16：00） 

⑤上記以外の方法での申込み（当協会への直接申込、電話申込等）は受付けません。 

男  子 
年齢種目 該当生年月日 年齢種目 

女  子 

シングルス ダブルス 会場 シングルス ダブルス 会場 

32名 16組 千葉白子 35歳以上 1988年12月31日以前 35歳以上  12名 8組 小田原 

40名 16組 千葉白子 40歳以上 1983年12月31日以前 40歳以上 16名 12組 小田原 

56名 16組 埼玉熊谷 45歳以上 1978年12月31日以前 45歳以上 32名 24組 埼玉熊谷 

80名 16組 埼玉熊谷 50歳以上 1973年12月31日以前 50歳以上 40名 24組 山梨 

88名 32組 小田原 55歳以上 1968年12月31日以前 55歳以上 64名 40組 小田原 

88名 16組 埼玉熊谷 60歳以上 1963年12月31日以前 60歳以上 56名 40組 千葉白子 

112名 24組 千葉白子 65歳以上 1958年12月31日以前 65歳以上 56名 48組 山梨 

120名 40組 山梨 70歳以上 1953年12月31日以前 70歳以上 40名 32組 栃木 

80名 24組 小田原 75歳以上 1948年12月31日以前 75歳以上 32名 24組 栃木 

64名 24組 栃木 80歳以上 1943年12月31日以前 80歳以上 16名 24組 栃木 

24名 8組 栃木 85歳以上 1938年12月31日以前 85歳以上 8名 8組 栃木 
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10.   キャンセル エントリーを取り消す場合は、締切日までに会員サービスのエントリー＆決済履歴でご自身でキャンセルをするか 

  スポーツサンライズ宛にキャンセル届をFAX（042-580-4602）にてお送りください。 

  ご自身でキャンセルされた場合は必ず「エントリー＆決済履歴」でエントリー内容の確認をお願いします。 

                  キャンセル届の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10:00～16:00） 

  ※ お電話・メールでのキャンセルはお受けできません。 

※ 締切後のキャンセルはできませんので、参加料の支払義務が発生します。 

11.   欠場  選考後の欠場の連絡は、以下の方法にてお願いします。(申込締切後のキャンセル、欠場は参加料の支払い義務が発生します。) 

                  http://www.jop-tennis.com/でログイン後、『あなたのエントリー記録』より欠場届をインターネット経由で出してください。 

                  インターネット経由で欠場届を出せない場合は 

  ●3 日前（金曜）の 17 時までは、HP 掲載の「欠場届」用紙を印刷し、氏名・出場種目・ドロー番号・欠場理由等をご記入の上、関東テニス協会宛に FAX

（03-3374-3009）をお送りください。 

 ●大会前々日（土曜）から大会期間中は、各種目会場へ氏名・電話番号・出場種目・ドロー番号・欠場ラウンド・欠場理由をメールにてご連絡ください。 

  ・小田原会場メールアドレス：  Kta-veteran@kanagawa-tennis.jp  

  ・千葉会場メールアドレス：   kop@chiba-ta.org  

  ・埼玉会場メールアドレス：    stataikaiuketuke@gmali.com  

  ・山梨会場メールアドレス：    yamanashi.kosekaijyou@gmail.com  

                   ・栃木会場メールアドレス：   norio_suzuki_2008@yahoo.co.jp 

12.   参加料の返還 ドロー作成後、欠場した選手に代わり補欠の選手がドローに入った場合は、欠場が「特別な理由」による場合に限り参加料は返還されます。 

13.   ドロー会議 4月7日(金) 選考は申込締切時点（2月末付）のベテラン JOPに基づいて行います。 

14.   選考結果 4月12日（水）以降、ドローをスポーツサンライズHP （http://www.jop-tennis.com） に掲載いたします。 

各自日程、会場、注意事項を確認してください。 

※補欠繰り上がりで出場した選手は、当日大会会場で参加料をお支払いください。 

15.  注意事項 ●申込みは、1シングルス1ダブルスまでとし、シングルスとダブルスを異なる年齢種目に申込むことはできません。 

  ●申込締切時点でベテラン JOPランキングのない種目の選考、シードは選考委員会が決定します。 

  ●３名（組）に満たない種目は実施しません。 3名（組）の場合はラウンドロビン方式で実施いたします。 

  ●各種目とも、選考もれの方はウエイティングリストに記載します。 

  ●ベテランの部に申し込まれた方は、一般の部には申し込みできません。 

  ◎本大会は、（公財）日本テニス協会発行の「JTAテニスルールブック202３」の規定を適用します。 

  ◎雨天等によりコート状況不明の場合は、定刻までに会場へおこしください。会期中の問合せは、各会場の大会本部へ午前8時以降にしてください。 

  ◎欠場届 

    ①欠場は11.に記載されている方法で、必ずインターネット経由、メールまたはFAXで行ってください。 

    ②病気又はケガによる欠場については、前項の手続きの後、本大会最終日までに医療機関の受診証明書類を主催者に提出してください。 

  ◎申込書の記載事項に偽りのあった場合は、出場を停止させる事もあります。 

  ◎申込書の記載不備の場合は受付けない場合もあります。 

  ◎本大会では傷害保険に加入しておりますが、不慮の事故については本協会は一切責任を負いかねます。又、会場には医師、トレーナーは常駐して 

  おりませんのであらかじめご承知おきください。 

16.  その他  本大会は、すべてのプレーヤーを公平に扱います。 

本要項の内容（会場、コートサーフェイス、試合方法等）は、天候などやむをえない事情により変更されることがあります。 

本大会は新型コロナウイルスの感染拡大状況により大会の中止、日程変更、会場変更等する場合があります。 

 

★新型コロナウイルス感染対策について 

   行政および（公財）日本テニス協会の指標に従います。新たに指標が示された場合はご案内致します。 

   感染しない、させない等自主的に対応をお願い致します。 

★千葉白子会場宿泊について 

   大会期間中、他の大きな大会が開催されます。宿泊予約は早くされる事をおすすめします。 

 

【個人情報取り扱いについて】 申込みに関わる個人情報は、関東テニス協会で管理し、大会運営管理、記載事項に関する問い合わせ又は必要となる連絡事項の伝達に利用します。

申込書に記載された個人情報は、これらの目的以外には利用しません。 

   

  2023年2月28日 

      総括トーナメントディレクター    榎本 正一    〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2 

      トーナメントディレクター 平井 誠          朝日生命幡ヶ谷ビル2F 

      総括トーナメントレフェリー 森 清吉        関東テニス協会 

      トーナメントレフェリー 島村 信明    Ｔel 03-3374-3008・Fax 03-3374-3009 

mailto:kop@chiba-ta.org
mailto:stataikaiuketuke@gmali.com
mailto:yamanashi.kosekaijyou@gmail.com
http://www.jop-tennis.com/


 

 

 

 

 

・ご希望の年齢と種目に○印をお付け下さい。 ・この申込書にてシングルスとダブルスの 2種目が申込めます。 

（※パートナーがシングルスを申し込む場合は別紙にてシングルスのみの申込みが必要です） 

・単複お申込みの場合は、年齢のクロスオーバーはできません。同一年齢でお申込み下さい。 

・JOP TENNIS.COM会員登録をお持ちの方は氏名と会員 NO.のみで申込ができます。 

〔シングルス・ダブルス代表者〕          〔ダブルスパートナー〕 

氏 名   氏 名   

JOP TENNIS.COM 

会員 NO 
Ⅴ                      

JOP TENNIS.COM 

会員 NO 
Ⅴ 

 
以下、JOP TENNIS.COMの会員 NOをお持ちでない方（新規会員登録を致します）は全ての項目をご記入下さい。 
※会員登録をお持ちの方で現在の登録情報に変更がある方は、登録情報の更新を致しますので変更箇所のみご記入下さい。 
（現在、ご登録いただいている登録情報とご記載いただきました内容が異なる場合は登録情報の変更と判断し下記へ 
ご記載いただきました内容へ登録情報の更新をさせていただきますのでご了承下さい） 
※メールアドレスはパソコンメールアドレスか携帯メールアドレスのいずれか一方を必ずご記入下さい。 

JTAベテラン登録 NO Ｇ・Ｌ                       又は 申請中 

所属団体名  

ふりがな  生年月日（西暦） 

氏  名  １９   年    月    日 

住  所 
〒 

TEL (      )      ― FAX (      )      ― 携帯 (      )       ― 

パソコン 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
      @ 

携帯ﾒｰﾙ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
      @  

ダブルスパートナー（新規登録の方）は全ての項目、現在の登録に変更がある方は、変更箇所のみご記入下さい。 

JTAベテラン登録 NO Ｇ・Ｌ                          又は 申請中 

所属団体名  

ふりがな  生年月日（西暦） 

氏  名  １９   年    月    日 

住  所 
〒 

TEL (      )      ― FAX (      )      ― 携帯 (      )       ― 

パソコン 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
  @ 

携帯ﾒｰﾙ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
  @ 

 

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・85歳 

女子： 35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳 

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 

申込先ＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２ 締切日 4 月 4日(火)24:00 
※FAX送信後は、必ず確認のお電話をお願いします。TEL：０４２－５８０－４６０１（平日 10:00～16:00） 

第 97回 関東オープンテニス選手権大会 申込書 



キャンセル届・種目変更届
・締切日 4月 4 日（火）それ以降は欠場届を大会主催者までお送り下さい。
（本大会はスポーツサンライズにて欠場届を承ることができません）

年  月  日 

大会名：第 97 回 関東オープンテニス選手権大会 

≪代表者≫ ≪ダブルスパートナー≫ 

氏名  

会員No. Ⅴ Ⅴ

連絡先 

※ダブルスのパートナーの方がシングルスをキャンセルまたは種目変更する場合には別途、

パートナーの方のシングルスの届出が必要となります

・キャンセル希望

種目： 歳以上 男子・女子 シングルスのみ・ダブルスのみ・単複両方 

・種目変更

現在の種目： 歳以上 変更後の種目： 歳以上 

※FAX 送信後、必ず到着確認のお電話（042-580-4601）をお願いします。

FAXが届いていない場合、キャンセルは受理されませんのでご注意下さい。

SPORTS SUNRISE .COM 

FAX 送信先 042-580-4602 


	2023 vet要項
	2023体調管理シート
	2023 FAX申込書
	キャンセル・種目変更（他主催）



