第11回グラスコートベテランテニス選手権大会 開催要項
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九州テニス協会
公益財団法人日本テニス協会
佐賀県テニス協会
（公財）佐賀県スポーツ協会、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
㈱ダンロップスポーツマーケティング、SPORTS SUNRISE．COM、特定非営利活動法人佐賀県トレーナー協会、
日本女子テニス連盟佐賀県支部、グラスコート佐賀テニスクラブ、
令和4年11月7日（月）～11月20日（日）雨天順延
グラスコート佐賀テニスクラブ（天然芝コート１４面）
※天候等によりハードコート・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
※会場への交通手段は、グラスコート佐賀テニスクラブのホームページでご案内しています。
URL ： https://www.gcs-tc.com

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ッショナル選手登録者
※本大会は申込締切日までにJTA選手登録を完了していない選手は参加できません。

9 種目及び制限数
種

目

35歳以上
（1987/12/31以前生まれ）
40歳以上
（1982/12/31以前生まれ）
45歳以上
（1977/12/31以前生まれ）
50歳以上
（1972/12/31以前生まれ）
55歳以上
（1967/12/31以前生まれ）
60歳以上
（1962/12/31以前生まれ）
65歳以上
（1957/12/31以前生まれ）
70歳以上
（1952/12/31以前生まれ）
75歳以上
（1947/12/31以前生まれ）
80歳以上
（1942/12/31以前生まれ）
85歳以上
（1937/12/31以前生まれ）

男
種別
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複

ドロー
16名
8組
16名
8組
24組
12組
32名
16組
32名
16組
32名
16組
32名
16組
32名
16組
16名
4組
16名
4組
8名
4組

子
日
程
11/16（水）～11/19（土）
11/17（木）～11/19（土）
11/16（水）～11/19（土）
11/17（木）～11/19（土）
11/15（火）～11/19（土）
11/15（火）～11/18（金）
11/15（火）～11/19（土）
11/16（水）～11/19（土）
11/14（月）～11/18（金）
11/14（月）～11/17（木）
11/13（日）～11/17（木）
11/14（月）～11/17（木）
11/10（木）～11/14（月）
11/11（金）～11/14（月）
11/7（月）～11/11（金）
11/8（火）～11/11（金）
11/7（月）～11/10（木）
11/9（水）～11/10（木）
11/7（月）～11/10（木）
11/7（月）～11/8（火）
11/7（月）～11/9（水）
11/7（月）～11/8（火）

女
種別
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複
単
複

ドロー
8名
4組
8名
4組
8名
4組
24名
12組
24名
12組
32名
16組
24名
16組
16名
16組
8名
4組
4名
4組
4名
4組

子
日
程
11/17（木）～11/19（土）
11/17（木）～11/18（金）
11/17（木）～11/19（土）
11/17（木）～11/18（金）
11/12（土）～11/14（月）
11/13（日）～11/14（月）
11/12（土）～11/16（水）
11/12（土）～11/15（火）
11/11（金）～11/15（火）
11/12（土）～11/15（火）
11/10（水）～11/14（月）
11/11（金）～11/14（月）
11/9（水）～11/13（日）
11/9（水）～11/12（土）
11/7（月）～11/10（木）
11/7（月）～11/10（木）
11/7（月）～11/9（水）
11/8（火）～11/9（水）
11/7（月）～11/8（火）
11/7（月）～11/8（火）
11/7（月）～11/8（火）
11/7（月）～11/8（火）

※基本的には最低4ドローで成立としますが、今回は3ドローでも成立するものとします。
3ドローでの試合は、ラウンドロビン、3ショートセットとします。
※本大会は、ワイルドカードを、採用する場合があります。（全種目ドロー数に応じて0～2名・0～1組）
※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。
※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 15,100円 ／ ダブルス ペアで15,100円 （エントリー手数料550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。

11 使 用 球

ダンロップフォート（ボールは２個使用。各セットごとにボールチェンジ。ショートセットの場合はファイナルセットで
ボールチェンジ） 但し、10ポイントマッチタイブレーク時には、ボールチェンジしない）

12 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）
※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。

13 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

14 試合方法

･全試合 ３タイブレークセット、ノーアドバンテージ方式、（6ゲームズオール後 ７ポイント方式）
ただし、男子80歳以上、85歳以上、女子80歳以上、85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。
・3ドローでの試合は、ラウンドロビン、3ショートセットで行います。

･試合は、セルフジャッジとし、決勝のみＳＣＵ方式とします。
･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、芝用シューズを着用してください。専用シューズの貸与もありますのでフロントへ
お申し出ください。また、天候によりハードコート、砂入り人工芝コートを使用する場合がありますので,そのテニス
シューズは各自で準備してください。

15 申 込 先

SPORTS SUNRISE．COM http://www.jop-tennis.com/
ＴＥＬ：042-580-4601（平日10:00～16:00） ＦＡＸ：042-580-4602

16 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
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
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10:00～16:00）
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： 550円）
単複同時にエントリーいただいた場合は手数料は550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。
（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10:00～16:00）

17 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出来ません。（お支払の義務が、発生します）

18 欠

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）

場

19 申込締切

令和4年9月20日（火）必着

20 選考結果

選考会

ドロー発表

21 宿

泊

令和4年9月30日（金）
・令和4年9月20日時点の最新ランキングを採用します。
（8月末日付が未発表の場合は7月末日付を採用）
令和4年10月4日（火）以降
・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/ ）
・佐賀県テニス協会ホームページ（http//:www.saga-tennis.com/ )

に掲載

各自で、お手配ください。

22 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。

23 注意事項

・本大会は、「JTAテニスルールブック2022」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）
※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。

24 大会問合せ先

大会事務局 ： グラスコート佐賀テニスクラブ内 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。

25 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。
・「JTA公式テニストーナメント開催ガイドライン」（(公財)日本テニス協会）[スポーツイベントの再開に向けた「感染
拡大予防ガイドライン」（(公財)日本スポーツ協会）に基づく「感染症対策のための留意事項」を遵守してください。
本大会出場選手及び帯同者は、HeaLoの利用者登録を要件とします。
・国、県の新型コロナウィルス感染症対策によっては、大会を延期または中止する場合があります。

26 役

員

大会ディレクター

松尾 正一郎

大会レフェリー

光富 美穂子

※ 「感染症対策のための留意事項」
□帯同者は選手1名につき1名までとします。
□クラブハウス内には選手及び帯同者、大会関係者、テニスクラブ関係者以外は入室できません。
□健康情報の提出について
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、本大会では大会期間および大会開始前2週間、大会終了後1週間の健康チェック
が必要です。選手、帯同者および大会関係者の皆様には、公益財団法人日本テニス協会が提供する健康情報管理システム
HeaLo(*1)を通じて、日々の体温および健康状態をご登録いただけますようお願いいたします。
なお、未入力が続いた場合や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は大会主催者の判断により
選手の方は出場が認められない可能性があります。帯同者、大会関係者に関しましては会場へ入場できなくなる可能性
がありますのでご注意ください。
HeaLoの利用に際しては利用登録が必要となりますので、来場される方は必ずご登録の上、健康チェックをしていただき
ますようお願いいたします。
※帯同者（1名）の登録も必要です。感染拡大防止のため、ご了承ください。
HeaLo利用者登録フォーム
https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/wvdm2sue
※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。
※利用者マニュアルはこちらから
*1)HeaLoとは、Health Information Logging System の
頭文字を取ったシステムの名称です。
□HeaLoによる健康チェックは毎日受付に提示してください。
□本大会は「JTA公式トーナメント開催ガイドライン」（(公財)日本テニス協会）「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防
ガイドライン」（(公財)日本スポーツ協会）に遵守し運営いたします。
□選手が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせてください。
・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
□各選手は少人数での来場を心掛け、他の参加者、主催者スタッフ等の距離（できるだけ2m以上）を確保してくだい。
□参加者の氏名、宿泊先、連絡先（電話番号）を大会当日に受付でご記入ください。
出席届出時に検温と体調確認のヒアリングを行います。
□選手はクラブハウス、更衣室、施設の注意事項を遵守してください。使用禁止箇所等を設ける場合があります。
□マスクを持参し、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してください。
ワクチン接種済みでもマスク着用をお願いします。
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
□大きな声で会話、応援等をしないでください。
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
□大会終了後2週間以内に発症した場合は、主催者に対して速やかに報告してください。
その際、保健所等の指示のもと、申込書に記載の個人情報を使用する場合があります。
□ごみは各自でお持ち帰りをしていただくようお願いします。
□選手は試合終了後すみやかに会場を離れてください。
□大会参加者は、新型コロナウィルス感染症対策に対し、理解し同意したものとします。
なお、遵守していただけない場合や大会期間中に発症された方がいた場合は、他の参加者及びスタッフに安全を
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、大会を中止することがあります。
□国、県の新型コロナウィルス感染症対策によっては、大会を延期または中止する場合があります。
□新型コロナウィルス感染症の件で、主催者や施設への責任は追及できません。
□試合中の留意事項
・対戦相手、パートナーと十分な距離を確保してください。（エンドチェンジを含む）
・試合の初めと終わりの挨拶は握手でない方法で行ってください。
・ベンチ、ネット、審判台、必要なもの以外に手で触れるのを避けてください。
・タオル、ラケット、用具等の共用・共有はしないでください。
・タオルは手が触れる面と顔に触れる面とを使い分けてください。
・プレイ中は手で顔に触れるのを避けてください。
・咳、くしゃみの際は腕で口を覆ってください。
・唾や痰をはくことはしないでください。
・試合中のマスクの着用は選手の判断によるものとしますが、熱中症や呼吸困難に注意してください。
□大会スタッフは最小限としますので運営にご協力をお願いします。
□新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関しましては、大会直前に変更の可能性もあります。
その際には、ホームページにてお知らせしますので、細目にホームページの確認をお願いします。

＊

下記は、ドロー発表時に添付用です。

[大会注意事項]
1 本大会は、全て「ＪＴＡテニスルールブック2022」の規定に基づいて行います。
（公財）日本テニス協会制定のポイントペナルティ制度を適用します。
2 初戦の試合開始予定時間までに、受付を済ませてください。
3 試合進行は、オーダーオブプレイにより行います。翌日の試合時刻等は、オフィシャルボードに掲示します。
佐賀県テニス協会ホームページでも確認できます。
4 試合方法

全試合 ３タイブレークセット、ノーアドバンテージ方式、（６ゲームズオール後 ７ポイント方式）
ただし、男子80歳以上、85歳以上、女子80歳以上、85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。
・3ドローでの試合は、ラウンドロビン、3ショートセットで行います。

･試合は、セルフジャッジとし、決勝のみＳＣＵ方式とします。
･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、芝用シューズを着用してください。専用シューズの貸与もありますのでフロントへ
お申し出ください。また、天候によりハードコート、砂入り人工芝コートを使用する場合がありますので,そのテニス
シューズは各自で準備してください。

5審 判 ：

試合は、セルフジャッジとし、ロービングアンパイアを配置し、決勝はＳＣＵを配置します。

6 使用球 ：

ダンロップフォート（ボールは２個使用。各セットごとにボールチェンジ。ショートセットの場合はファイナルセットで
ボールチェンジ） 但し、10ポイントマッチタイブレーク時には、ボールチェンジしない）

7 ウォームアップ

「５分以内」とします。

8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）
※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。

9 練習 ：

「砂入り人工芝コート5面（内屋根付き2面）」 9:00～17:00
練習コート割当表にサインをしてから行ってください。
練習ボールは1人につき2個貸出しますが、練習終了後の返却を厳守してください。

10 天候その他の事情により、会場・試合日程・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。
11 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障害保険の範囲内とします。
ドローに記載の名前・所属等で、誤字・訂正等がございましたら、恐れ入りますが印刷の都合上 10月14日までに、
FAX（0952-98-3594）大会事務局までおしらせください。
12 本大会期間中は、会場内にトレーナーズルームを設置します。（有料）
13 新型コロナウィルス感染防止対策について
・「感染症対策のための留意事項」を遵守してください。
本大会の選手、帯同者（1名）、大会関係者の皆様には、HeaLoの利用者登録が必要となりましたのでご留意ください。
https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/wvdm2sue
HeaLo利用者登録フォーム
※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。

※利用者マニュアルはこちらから
*1)HeaLoとは、Health Information Logging System の
頭文字を取ったシステムの名称です。
・健康情報管理システムHeaLoチェックインについて
選手・帯同者（選手1名につき1名）の方は必ず、大会前2週間と大会期間中は来場までに入力を完了させておいてください。
来場時は大会本部入口の“健康チェック受付”でHeaLoのチェックインを毎日、受けてください。
HeaLoチェックイン時に「QRコード」または「入場管理番号」を受付に提示してください。
HeaLoチェックイン時に「×」が出た方は、会場内に入場できません。
“健康チェック受付”は毎日8:30から受付を開始します。
・IDカードについて
HeaLoチェックインで「○」が出た方は、毎日、IDカードの発行を受けてください。
IDカードは常時携行し、コート及び本部に入る際はスタッフに提示してください。
IDカードは試合終了後、会場を退出する際に、毎日、“選手受付”に返却してください。
オーダープレイなど指定時間の30分前にはHeaLoチェックイン及びIDカード発行を完了してください。
“選手受付”は毎日8:30から受付を開始します。
□新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関しましては、大会直前に変更の可能性もあります。
その際には、ホームページにてお知らせしますので、細目にホームページの確認をお願いします。
14 大会日程について
雨天の場合は、砂入り人工芝コート・ハードコート（インドア）で行うことがあります。またナイターになることがありますので、
選手は必ず会場にお越しください。
一部日程が変更になっていますのでご注意ください。

15 試合方法について
全試合 3タイブレークセット、ノーアドバンテージ方式、（6ゲームズオール後 7ポイント方式）
ただし、男子80歳以上、85歳以上、女子80歳以上、85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。
3ドローでの試合は、ラウンドロビン、3ショートセットで行います。
16 試合進行について
オーダーオブプレイに従って試合を進行します。
コート割については、前日に大会会場および佐賀県テニス協会のホームページで発表いたします。
URL ： http://www.saga-tennis.com
試合開始予定時刻以前に試合を開始することはありません。
試合開始時刻30分前にはHeaLoチェックイン及びIDカード発行を完了してください。
オーダーオブプレイは大会本部及び1番コートと11番コートの間に掲示します。
あらかじめ発表された試合開始時刻は、天候、試合の進行状況等により変更される場合がありますのでご了承ください。
特に、雨天の場合にはご注意ください。
17 審判について
試合はすべてセルフジャッジ（ロービングアンパイア配置）とします。決勝のみSCUを配置します。
18 使用球について
ダンロップ・フォートを使用します。
ボールチェンジはセットごとに行いますが、男子80歳以上、85歳以上、女子80歳以上、85歳以上のファイナルセットのボール
チェンジはありません。
ボール及びスコアーシート・ネームプレートはドロー若番の選手が大会本部で受け取り、勝者の選手が返却してください。
勝者の選手はスコアーシートにスコア・サインを記入の上、大会本部へ提出してください。
19 スタートオブマッチについて
スタートオブマッチ(1・5・1)を採用します。
コートの椅子に到着後1分以内にコイントスを行いウォーミングアップを開始し、5分間のウォーミングアップ終了後1分以内に
試合を開始してください。
20 コートについて
天然芝コートを使用します。
雨天時又はコートコンディションによっては、砂入り人工芝コート・ハードコートを使用する場合があります。
21 シューズについて
本大会は天然芝コートの為、芝用シューズを着用してください。専用シューズの貸与もありますのでフロントへお申し出ください。
天候によりハードコート、砂入り人工芝コートを使用する場合がありますので,そのテニスシューズは各自で準備してください。
22 服装について
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。
23 大会本部及び電話について
大会本部（グラスコート佐賀テニスクラブクラブハウス内）には電話・FAXを設置しています。
大会本部への電話による問い合わせには応じますが、その日の試合終了時までとします。

電話 0952-98-1832

FAX

0952-98-3594

24 プログラムおよび参加賞について
大会本部の“選手受付”でプログラム及び参加賞をお受け取り下さい。
25 表彰について
優勝、準優勝者・組には、それぞれを表彰し、記念品を授与します。
試合終了後、大会本部前で随時行いますので、必ずご出席ください。
テニスウェアーを着用し、私服やサンダル履きはご遠慮ください。
26 事故の注意について
試合中に思わぬケガをすることもありますので、各自必ず健康保険被保険者証をご持参ください。
大会会場では、トレーナーが常駐し応急措置はとりますが、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。
27 病気・事故等の緊急時の対応について
お手持ちの携帯電話等により直接救急車を要請されますと大会本部に確認の電話がかかり混乱を招くこともありますので、
決して直接連絡せずに、まず第1に必ず大会本部にご連絡ください。
但し、生命の危険がある場合は、直ちに救急車を要請し、その後すぐに大会本部にご連絡ください。
28 トレーナーについて
大会期間中、会場にトレーナーが常駐します。
尚、トレーナーマッサージ及びテーピングご利用の場合、その費用は各自負担となります。
29 練習コートについて
大会期間中、砂入り人工芝コート5面（屋根付き2面）をご利用できます。(9:00～17:00)
天然芝コートの開放はありません。
30 選手選考について
ベテランJOPランキング規程により、選考対象大会によるポイントの順位で選考致しました。

31 緊急連絡先・宿泊先について
緊急連絡用として、“選手受付”に準備している用紙に、お名前・携帯電話・宿泊先のご記入をお願いいたします。
宿泊先が変更になりましたら、新たに届出をお願いいたします。
情報については本大会限りとし、他に使用することはありません。
32 ごみ処理について
ゴミは必ずお持ち帰りいただきます様ご協力をお願いいたします。
33 マナーについて
勝敗に関係することなく、終了時には互いに相手のプレーを讃え合えるような態度で臨み、アウト・インについては、正確に
判定できない場合は相手に有利にという大きな心でプレーし、コートマナーの範を示す責務があることを自覚してください。
34 食事について
クラブハウス内のレストランは営業しておりません。
35 会場へのアクセスについて
会場への交通手段は、グラスコート佐賀テニスクラブのホームページでご案内します。
URL ： https://www.gcs-tc.com
36 その他
・初日に本部で受付及び、氏名、宿泊先、連絡先（電話番号）を記入し、大会プログラムと参加賞をお受け取りください。
37 大会本部及び大会事務局
グラスコートベテランテニス選手権大会事務局
〒849-0905
佐賀市金立町大字千布３９０７
グラスコート佐賀テニスクラブ内

TEL：0952-98-1832

FAX：0952-98-3594

mail : g-hopper@gcs-tc.com

※ 「感染症対策のための留意事項」
□帯同者は選手1名につき1名までとします。
□クラブハウス内には選手及び帯同者、大会関係者、テニスクラブ関係者以外は入室できません。
□健康情報の提出について
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、本大会では大会期間および大会開始前14日間、大会終了後7日間の健康チェック
が必要です。選手、帯同者および大会関係者の皆様には、公益財団法人日本テニス協会が提供する健康情報管理システム
HeaLo(*1)を通じて、日々の体温および健康状態をご登録いただけますようお願いいたします。
なお、未入力が続いた場合や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は大会主催者の判断により
選手の方は出場が認められない可能性があります。帯同者、大会関係者に関しましては会場へ入場できなくなる可能性
がありますのでご注意ください。
HeaLoの利用に際しては利用登録が必要となりますので、来場される方は必ずご登録の上、健康チェックをしていただき
ますようお願いいたします。
※帯同者（1名）の登録も必要です。感染拡大防止のため、ご了承ください。
https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/wvdm2sue
HeaLo利用者登録フォーム
※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。
※利用者マニュアルはこちらから
*1)HeaLoとは、Health Information Logging System の
頭文字を取ったシステムの名称です。
□HeaLoによる健康チェックは毎日受付に提示してください。
□本大会は「JTA公式トーナメント開催ガイドライン」（(公財)日本テニス協会）「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防
ガイドライン」（(公財)日本スポーツ協会）に遵守し運営いたします。
□選手が以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせてください。
・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
□各選手は少人数での来場を心掛け、他の参加者、主催者スタッフ等の距離（できるだけ2m以上）を確保してくだい。
□参加者の氏名、宿泊先、連絡先（電話番号）を大会当日に受付でご記入ください。
出席届出時に検温と体調確認のヒアリングを行います。
□選手はクラブハウス、更衣室、施設の注意事項を遵守してください。使用禁止箇所等を設ける場合があります。
□マスクを持参し、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してください。
ワクチン接種済みでもマスク着用をお願いします。
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
□大きな声で会話、応援等をしないでください。
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
□大会終了後2週間以内に発症した場合は、主催者に対して速やかに報告してください。
その際、保健所等の指示のもと、申込書に記載の個人情報を使用する場合があります。
□ごみは各自でお持ち帰りをしていただくようお願いします。
□選手は試合終了後すみやかに会場を離れてください。
□大会参加者は、新型コロナウィルス感染症対策に対し、理解し同意したものとします。
なお、遵守していただけない場合や大会期間中に発症された方がいた場合は、他の参加者及びスタッフに安全を
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、大会を中止することがあります。
□国、県の新型コロナウィルス感染症対策によっては、大会を延期または中止する場合があります。
□新型コロナウィルス感染症の件で、主催者や施設への責任は追及できません。
□試合中の留意事項
・対戦相手、パートナーと十分な距離を確保してください。（エンドチェンジを含む）
・試合の初めと終わりの挨拶は握手でない方法で行ってください。
・ベンチ、ネット、審判台、必要なもの以外に手で触れるのを避けてください。
・タオル、ラケット、用具等の共用・共有はしないでください。
・タオルは手が触れる面と顔に触れる面とを使い分けてください。
・プレイ中は手で顔に触れるのを避けてください。
・咳、くしゃみの際は腕で口を覆ってください。
・唾や痰をはくことはしないでください。
・試合中のマスクの着用は選手の判断によるものとしますが、熱中症や呼吸困難に注意してください。
□大会スタッフは最小限としますので運営にご協力をお願いします。

