
第 96 回九州テニス選手権大会 開催要項  
   

１．主  催  九州テニス協会 

２. 公  認  （公財）日本テニス協会 

３．主  管  福岡県テニス協会 

４．後  援  福岡市・（公財）・福岡県スポーツ協会・（公財）福岡市スポーツ協会 

５．協  力  日本女子テニス連盟福岡県支部・九州学生テニス連盟 

６．期  日  令和 ４年 ５月 ２４日（火）～ ６月 ５日（日） ＜種目別日程は下表の通り＞  

７．会  場  博多の森テニス競技場  室内外共 砂入り人工芝20 面（室内４面） 

〒816-0052 福岡市博多区東平尾公園1 丁目１－１ TEL 092-611-1544 

８．参加資格   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 2022 年度ベテラン選手登録者、 

            または（公財）日本テニス協会プロフェショナル選手登録者 

本大会はＪＴＡベテラン選手登録を完了してない選手は参加出来ません。 

９．種目および日程（予定） 

  種   目 男 子 女 子 

３５歳以上 

（１９８７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２８（土）～６/２（木） 単・複 ５/２６（木）～５/２９（日） 

４０歳以上 

（１９８２/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２８（土）～６/２（木） 単・複 ５/２６（木）～５/２９（日） 

４５歳以上 

（１９７７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２８（土）～６/２（木） 単・複 ５/２６（木）～５/３１（火） 

５０歳以上 

（１９７２/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２８（土）～６/３（金） 単・複 ５/２４（火）～５/２９（日） 

５５歳以上 

（１９６７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２７（金）～６/３（金） 単・複 ５/２４（火）～５/３０（月） 

６０歳以上 

（１９６２/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２６（木）～６/１（水） 単・複 ５/２４（火）～５/３０（月） 

６５歳以上 

（１９５７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２４（火）～５/３１（火） 単・複 ５/２４（火）～５/３０（月） 

７０歳以上 

（１９５２/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/２８（土）～６/３（金） 単・複 ５/３１（火）～６/４（土） 

７５歳以上 

（１９４７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/３０（月）～６/３（金） 単・複 ５/３１（火）～６/４（土） 

８０歳以上 

（１９４２/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/３０（月）～６/３（金） 単・複 ６/１（水）～６/４（土） 

８５歳以上 

（１９３７/１２/３１以前生まれ） 
単・複 ５/３１（火）～６/３（金） 単・複 ６/１（水）～６/４（土） 

 



※実参加人数や天候等により開始日及び最終日が異なる場合があります。 

※ドロー数に制限はありません。 

※一般の部とベテランの部の重複参加はできません。 

※一人1 シングルス・1 ダブルスとし年齢の異なる種目の参加はできません。 

※他大会とのダブルエントリーにご注意ください。 

10．参 加 料  シングルス 1 人：10,100 円 ／ ダブルス 1 組：10,100 円 （手数料550 円別途） 

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。 

11．使 用 球  ダンロップフォート（２個使用、ボールチェンジは各セット、１０ﾎﾟｲﾝﾄﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ試合を除く） 

12．試合方法  ４ドロー以上はトーナメント方式、３ドローはリーグ戦とします。 

各試合ベストオブ３タイブレークセット（6-6・7P） 

          但し、男女80 歳以上の種目は、ファイナルセットは１０ポイントマッチタイブレーク。 

 審判はセルフジャッジとし、決勝のみ S.C.U 方式とすることがあります。ロービングアンパイアを配置します。 

13．選考委員会  ４月 ２０日（水） 予定 （ドロー等は九州テニス協会HP で翌週以降に発表します） 

14．申込要領  申込締切： 令和 ４年 ４月 １３日（水） ２４時必着  

           ①インターネット （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 

            http://www.jop-tennis.com/（ベテラン）よりネットエントリー  

会員番号とパスワードでログイン→大会を選択→お申し込み 

            会員番号をお持ちでない方は、会員規約をご確認後、新規会員登録をお願い致します。 

            会員番号とパスワードをメールと郵送でご案内します。 

            会員番号をお忘れになった場合は、TEL：042-580-4601（平日１０時～16 時）迄お問い合わせ下さい。 

           ②ＦＡＸ （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 

所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ：042-580-4602（24 時間受付）までお申し込み下さい。 

           ③ 2022 年度JTA ベテラン選手未登録者またはﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ選手未登録者は、申込締切迄に必ず登録手続きを 

済ませ、エントリーの際に登録料支払済みの振込用紙のコピーを添付してください。 

 15．支払方法  ドロー発表後、お手元に届く決済伝票で伝票記載の期限までにお近くのコンビニでお支払い下さい。 

          締切日４月１３日を過ぎた場合はキャンセル出来ませんのでご了承下さい。（お支払い義務が発生します） 

        締切日までのキャンセルはFAX：042-580-4602へ、それ以降の欠場はFAX :092-722-1607へ届け出て下さい。 

16．選手登録  大会出場者は日本テニス協会への 2022 年度ベテラン選手登録が必要です。 

選手登録を完了してない選手は、お申込み出来ません。（申込締切日までに必ず登録を済ませて下さい。） 

登録方法については日本テニス協会ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞを参照ください。 

17．そ の 他 ①大会期間中の負傷、事故等については応急処置をとりますが、その他については主催者加入の傷害保険の 

範囲内とします。 

②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。 

③「JTA 公式テニストーナメント開催ガイドライン」に基づく参加募集時の措置を遵守してください。 

④本大会は JTA 健康情報管理システム（HeaLo）導入対象のため利用者登録を行ってください。 

⑤本大会は新型コロナウイルス感染状況など社会情勢により中止又は延期となる場合があります。 

 

 

 

 



●お問合せ先の電話について 

・大会期間中は、会場内大会本部に臨時電話・ＦＡＸを設置します。（ 5 月２４日 ～ 6 月5 日） 

※ 臨時電話 ： ０９２-２９２-３９６２    臨時ＦＡＸ ： ０９２-２９２-３９６３ 

・その他期間の問合せは九州テニス協会（℡：092-722-1605）へお願いします。 

 

「JTA 公式テニストーナメント開催ガイドライン」に基づく参加募集時の措置 

□本大会はJTA健康情報管理システム（HeaLo）導入対象大会です。 

・選手、引率者、応援者、関係者は JTA 健康管理アプリ HeaLo より大会14 日前から大会終了14 日後まで毎日欠かさず 

体温や問診等の健康情報の記録が必要となりますので、下記の URL または QR コードより利用者登録をサイト上で行い 

入力をお願いします。なお、未入力が続いた場合や発熱など所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた 

場合等は出場できないことがありますのでご注意ください。 

            https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/j2ejrhbn 

         
※登録が完了後、入力いただいたメールアドレスに URL や初回パスワード(初回利用時)が届きます。 

※利用者マニュアルを参照してください。 

・暫定的措置としてやむを得ず HeaLo を利用できない方は“健康チェックシート”により大会14 日前から大会終了14 日後 

まで毎日欠かさず体温や問診等の健康情報の記録が必要となります。 

□参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせること 

・体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・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 

濃厚接触がある場合 

□マスクを持参すること（試合を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用） 

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること 

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること 

□大きな声で会話、応援等をしないこと 

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと 

□大会終了後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は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等に 

ついて報告すること 

□会場の混雑を避けるため選手1 名につき関係者1 名とするなど送迎・引率などによる来場者に制限を設けること 

□厚生労働省の「COCOA システム」の利用を推奨すること 

なお、遵守できない場合は他の参加者の安全を確保する等の観点から、参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることが 

あります。 

 

ト ー ナ メ ン ト デ ィ レ ク タ ー：上和田 茂     ト ー ナ メ ン ト レ フ ェ リ ー：土橋 博志 

 

要項発表 令和4年3 月11 日 

 


