
1
主 催 九州テニス協会

2
公 認 公益財団法人日本テニス協会

3
主 管 佐賀県テニス協会

4
後 援 佐賀新聞社、朝日新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、サガテレビ

（公財）佐賀県体育協会

5
特 別 協 賛 東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

6
協 賛 ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

7
協 力 SPORTS　SUNRISE．COM、グラスコート佐賀テニスクラブ

8
期 日 平成29年11月7日（火）～11月15日（水）雨天順延

9
会 場 グラスコート佐賀テニスクラブ（天然芝コート１４面）

※天候等によりインドアコート（ケミカルコート（リバウンドエース））・砂入り人工芝コートで行うこともあります。

〒　849-0905　佐賀県 佐賀市金立町千布3907 TEL：0952-98-2241 FAX：0952- 98-3594

10 参加資格

各都道府県テニス協会加盟団体所属者かつ（公財）日本テニス協会の2017年度選手登録で、アマチュア

または（公財）日本テニス協会プレーヤーズ（プロフェッショナル）登録者

＊エントリー締切日までに、選手登録費の支払いが、終了していること

11 種目及び制限数

シングルス

シングルスシングルス

シングルス ダブルス

ダブルスダブルス

ダブルス

シングルス初日

シングルス初日シングルス初日

シングルス初日 ダブルス初日

ダブルス初日ダブルス初日

ダブルス初日

３２名 ２４組 11月10日 11月11日

昭和32年

（1957年）

３２名 1６組 11月9日 11月10日

昭和27年

（1952年）

３２名 １６組 11月7日 11月7日

昭和22年

（1947年）

２４名 １２組 11月10日 11月11日

昭和17年

（1942年）

１２名 ８組 11月7日 11月7日

昭和12年

（1937年）

１２名 ８組 11月7日 11月7日

昭和7年

（1932年）

２４名 ２４組 11月11日 11月11日

昭和32年

（1957年）

２４名 ２４組 11月8日 11月8日

昭和27年

（1952年）

１２名 １２組 11月7日 11月7日

昭和22年

（1947年）

１２名 １２組 11月12日 11月12日

昭和17年

（1942年）

１２名 ８組 11月7日 11月7日

昭和12年

（1937年）

１２名 ８組 11月7日 11月7日

昭和7年

（1932年）

※本大会は、ワイルドカードを、採用する場合があります。（全種目0～2名・組）

* シングルス・ダブルス両種目に出場する者は、年齢の異なる種目にはエントリー出来ません。

12 参　加　料
シングルス　15,100円　／　ダブルス　ペアで15,100円 　（エントリー手数料540円が別途かかります）

本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。参加にあたりワンコイン制度金100円をご負担願います。

※選考会後にお送りする振込伝票でのご入金となります。

13 使　用　球
ブリヂストンXT8（ボールは２個使用。各セットごとにボールチェンジします。

但し、10ポイントマッチタイブレーク試合を除く）

14
服 装

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

※医療用サポーター・スパッツ・アンダーウェアは「白・黒」のみ着用可。

15
練習コート 砂入り人工芝5面（内ルーフ付き2面）  9:00～17:00

75歳以上

〃

80歳以上

〃

85歳以上

〃

〃

85歳以上

〃

女　子

女　子女　子

女　子

60歳以上

〃

65歳以上

〃

70歳以上

〃

男　子

男　子男　子

男　子

60歳以上

12月31日以前に出生した者

65歳以上

〃

70歳以上

〃

75歳以上

〃

80歳以上

第６第６第６第６回グラスコートベテランテニス選手権大会(60歳以上）
（ベテランJOP グレードＣ対象大会）

種　目

種　目種　目

種　目 参　加　資　格

参　加　資　格参　加　資　格

参　加　資　格



16
試合方法

･トーナメント方式。各試合ともベストオブ3タイブレークセット。（セミアドバンテージスコアリング方式）

　（セミアドバンテージスコアリング方式）とは、各ゲーム2回目のデュースの時、ノーアド方式に切替る。

･ボールは2個使用。各セットごとに　ボールチェンジします。

　ただし、男子80歳以上、女子80歳以上のファイナルセットは、マッチタイブレーク（10ポイント方式）とします。

　（ファイナルセットのボールチェンジはありません。）

･試合は、セルフジャッジとし、決勝のみＳＣＵ

･天候、その他の事情により、会場・日程・試合方法・コートサーフェスが変更になる場合があります。

※本大会は天然芝コートの為、専用シューズを貸与しますので、フロントへお申し出ください。

※本大会は天然芝コートの為、専用シューズを貸与しますので、フロントへお申し出ください。※本大会は天然芝コートの為、専用シューズを貸与しますので、フロントへお申し出ください。

※本大会は天然芝コートの為、専用シューズを貸与しますので、フロントへお申し出ください。

17
申 込 先 SPORTS　SUNRISE．COM　　http://www.jop-tennis.com/　

ＴＥＬ：042-580-4601（平日9:30～17:00）　　ＦＡＸ：042-580-4602

18
申込方法

①インターネットでのお申込み   http://www.jop-tennis.com/ にアクセス

①インターネットでのお申込み   http://www.jop-tennis.com/ にアクセス①インターネットでのお申込み   http://www.jop-tennis.com/ にアクセス

①インターネットでのお申込み   http://www.jop-tennis.com/ にアクセス

  ベテラン会員登録後、取得した会員番号、パスワードにてお申し込みください。

　※通知メールか同サイトの「あなたのエントリー記録」又は「決済履歴情報」で必ずエントリーの確認をして下さい。

②FAXエントリー   FAX：042-580-4602

②FAXエントリー   FAX：042-580-4602②FAXエントリー   FAX：042-580-4602

②FAXエントリー   FAX：042-580-4602

　所定の申込用紙（http://www.jop-tennis.com/ に掲載）に必要事項を記入頂き、 FAXでお送り下さい。

  FAX送信後は必ず電話にて到着確認をお願いします。　TEL：042-580-4601（平日9:30～17:00）

　　
①②とも、お申し込み時にエントリー手数料がかかります。（手数料： 540円）

単複同時にエントリーいただいた場合は手数料は540円のみです。

お支払いはリスト確定後（選考会後）にお送りする決済伝票にてコンビニでお支払い下さい。

お支払いはリスト確定後（選考会後）にお送りする決済伝票にてコンビニでお支払い下さい。お支払いはリスト確定後（選考会後）にお送りする決済伝票にてコンビニでお支払い下さい。

お支払いはリスト確定後（選考会後）にお送りする決済伝票にてコンビニでお支払い下さい。

　（ダブルスの参加料については、代表者様へお送りします。）

※ベテランＪＯＰランキングに掲載されている所属と異なる所属で出場される場合は、必ずＪＴＡに変更届を

　提出してからお申込みください。（ドロー・プログラム掲載所属はＪＯＰランキング表の所属を採用します）

　また、変更手続き中の場合は、その旨申込書にご記入ください。

※申込関連は、スポーツサンライズにお問合せ下さい。(TEL：042-580-4601　平日9:30～17:00）

19
キャンセル

エントリーを取り消す場合は締切日までに FAX：042-580-4602 に届け出て下さい。

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9:30～17:00）

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出来ません。（お支払の義務が、発生します）

20
欠 場

締切日を過ぎた欠場の場合は　FAX：0952-98-3594(大会事務局）まで必ず届け出て下さい。

必ず着信の確認をお願いします。TEL：0952-98-1832（大会事務局）

21
申込締切 平成29年9月11日（月）必着

22
選 考 結 果 選考会 平成29年9月15日（金）

ドロー発表平成29年9月22日（金）　

平成29年9月22日（金）　平成29年9月22日（金）　

平成29年9月22日（金）　

・ 九州テニス協会ホームページ(http://www.k-tennis.jp/) 

・ SPORTS　SUNRISE．COM ホームページ（http://www.jop-tennis.com/　）に掲載

・ 佐賀県テニス協会ホームページ（http//:www.saga-tennis.com/　)

23
宿 泊 各自で、お手配ください。

各自で、お手配ください。各自で、お手配ください。

各自で、お手配ください。

OPはホテル東横イン佐賀に掲示します。

24
大会保険 大会期間中における負傷・事故等（大会施設内）については応急処置を行いますが、

その他については主催者加入傷害保険の範囲内とします。

25
注意事項 ・本大会は、「JTAテニスルールブック2017」の規定に基づき行います。

・日本テニス協会ベテラン管理規定及びポイントペナルティ制度を採用します。

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

白を基調としたテニスウエアを着用して下さい。（帽子・バイザーも含む）

※医療用サポーター・スパッツ・アンダーウェアは「白・黒」のみ着用可。

26
大会事務局 電話　0952-98-1832         FAX 0952-98-3594

本要項は 、九州テニス協会ホームページ(http://www.k-tennis.jp/)及び

佐賀県テニス協会ホームページ（http//:www.saga-tennis.com/)でご覧になれます。

27 その他 本要項は、天候等やむ得ない事情により、変更されることがあります。

28 役 員 大会ディレクター 松尾　正一郎

アシスタントディレクター 小幡　忠夫　・　土橋　博志　・　福母　祐二

大会レフェリー 内海　文典

大会問合せ先


