ジュニア選手と保護者のみなさまへ
日頃は全国ジュニアテニスツアーにご参加いただき誠にありがとうございます。
昨年に引き続き、全国ジュニアテニスツアーを国内予選とした国際大会「SENKO CUP World
Junior Tennis Tour Championship 2019」を開催する運びとなりました。
昨年大好評をいただきましたこの大会は、U11,U13,U15 を対象に前半（9/15～17）に国別
対抗戦、後半（9/19〜21）に個人戦が行われます。（18 日は予備日としアトラクション
を用意します）それぞれ総当たり戦で、より多くの国の選手と対戦いただきます。
今年は昨年から以下のように大幅に参加国が増えます。
日本
からは、要項記載の選考基準で参加可能です。
まずは、JOP TENNIS.COM からエントリーいただき、あわせて World Junior Tennis Tour の
サイトからもお申込みください。
※登録無料・エントリー費は選考された選手のみ、お支払いのご案内を致します

海外からは、昨年に引き続き、アメリカ
オーストラリア
タイ
中国
さらに
韓国
香港
から出場予定です！
また現在、フランス
フィリピン
からの参加も検討中、個人戦ではアイルランド
イギリス
ラオス
ベトナム
、その他の国からも参加予定です。
ジュニア世代のみなさんが海外選手と対戦・交流を深め、友人を作るまたとないチャンス
です！この機会に、是非多くの経験を積んでいただきたいと願っております！

エントリー締め切り

8 月 31 日（土） 24:00

※詳しくは各大会要項をご確認ください
お問合せ先： SPORTS SUNRISE
TEL：042-580-4601（平日 9：30～17：00）
【個人戦の大会要項とエントリー】

https://wjttour.com/game/one/48
【国別対抗戦の大会要項とエントリー】

https://wjttour.com/game/one/47
【昨年の大会模様】

https://www.facebook.com/worldjuniortennistour/

【サイト登録とエントリーマニュアル】

https://wjttour.com
（１）トップの画面からJAPANを選択します
（２）Registration（緑のボタン）を押します
（３）Emailを入力 First name Family nameを英語で入力
※イニシャルだけ大文字でそれ以降は小文字
※Middle nameは持っている方だけで良いです
（４）Register and Get Your Account(WJTTNO)（青い横長のボタン）を押します
→画面が変わりますので、内容の確認をしてください
※このWJTT NO.は必要ですので大切に保存してください
（５）メールが届きますので受信してください
※時間がかかる場合があります。送受信を押してください
（６）メールの本文のリンクを押します
（７）先ほど入力した名前や国籍を確認し、ご自身でPasswordを入力します
（8文字以上、32文字以内）※パスワードは大切に保管してください
電話番号、誕生日、性別（最初は男子になっています）、郵便番号、住所を英語で
入力してください
（８）Register and Get Your Account(青い横長のボタン)を押してください
（９）Congratulation!の画面で登録完了です 下のSign INボタンを押してください
（１０）Sign IN 画面に移りますので、WJTT NOとPasswordを入力し、Sign INボタンを
押してください
（１１）エントリーできる大会が表示されます
SENKO CUP<Individual> もしくはSENKO CUP<team competition> を選択
（１２）概要を確認し、エントリーボタンを押してください
（１３）Available Entriesのページで小さな青いエントリーボタンを押します
（１４）Entry Confirmのページで内容を確認し、commit entryボタンを押します
（１５）entry completed が表示されれば完了ですのでOKを押します
（１６）その画面のままEntry Listを押します
（１７）自身がエントリーした種目を押し、名前を確認します
※キャンセルや変更は、上段のMY ENTRYを押し、大会を選択し、cancel entry
（赤いボタン）を押します
内容を確認し、commit cancel（赤いボタン）を押します
Cancel completed が表示されればキャンセル完了ですのでOKを押します
その後、再度エントリーリストで名前が削除されていることを確認してください

SENKO CUP World Junior Tennis Tour CHAMPIONSHIP
■国別対抗戦（⽇程︓9 ⽉ 15 ⽇〜9 ⽉ 17 ⽇
9⽉15⽇（⽇）

※９⽉ 18 ⽇予備⽇）

9⽉16⽇（⽉祝）

8:30

集合、受付

8:30

9:30

開会式

9:00 国別対抗戦 午前の部

※来賓挨拶・集合写真撮影

10:00 国別対抗戦 午前の部

集合、受付

9⽉17⽇（⽕）
8:30

集合、受付

9:00 国別対抗戦 午前の部

※対戦チームとオーダー交換

※対戦チームとオーダー交換

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

※対戦チームとオーダー交換
※コート別に試合開始

12:30 昼⾷

12:30 昼⾷

12:30 昼⾷

13:30 国別対抗戦 午後の部

13:30 国別対抗戦 午後の部

13:30 国別対抗戦 午後の部

※対戦チームとオーダー交換

※対戦チームとオーダー交換

※対戦チームとオーダー交換

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

18:30 ウェルカムセレモニー

■個⼈戦（⽇程︓9 ⽉ 19 ⽇〜9 ⽉ 21 ⽇
9⽉19⽇（⽊）

18:30 ⼣⾷＆アトラクション

※９⽉ 22 ⽇予備⽇）

9⽉20⽇（⾦）

8:30

集合、受付

8:30

9:30

開会式

9:00 個⼈戦 午前の部

※来賓挨拶・集合写真撮影

10:00 個⼈戦 午前の部

終了次第 表彰式

集合、受付

9⽉21⽇（⼟）
8:30

集合、受付

9:00 個⼈戦 午前の部

※ドロー、オーダー確認

※ドロー、オーダー確認

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

※ドロー、オーダー確認
※コート別に試合開始

12:30 昼⾷

12:30 昼⾷

12:30 昼⾷

13:30 個⼈戦 午後の部

13:30 個⼈戦 午後の部

13:30 個⼈戦 午後の部

※ドロー、オーダー確認

※ドロー、オーダー確認

※ドロー、オーダー確認

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

※コート別に試合開始

18:30 ウェルカム BBQ
19:30 花⽕

18:30 ⼣⾷＆アトラクション

終了次第 表彰式

SENKO CUP World Junior Tennis Tour CHAMPIONSHIP 2019「国別対抗戦」
【特別協賛】センコーグループホールディングス株式会社
【後

援】北杜市

【⽇

程】9 ⽉ 15 ⽇（⽇）
、9 ⽉ 16 ⽇（⽉祝）、9 ⽉ 17 ⽇（⽕）

【会

場】Club Verde ＜〒408-0112

北杜市須⽟町若神⼦ 2852-7＞

サーフェス︓クレーコート 18 ⾯／インドアカーペット 3 ⾯
【種

予備⽇︓9 ⽉ 18 ⽇（⽔）
http://club-verde.com/

（近隣の砂⼊り⼈⼯芝を利⽤する場合もあります）

⽬】男⼥シングルス U15︓2004 年 1⽉1⽇以降出⽣／U13︓2006 年 1⽉1⽇以降出⽣／U11︓2008 年 1⽉1⽇以降出⽣

【⽇本代表選考基準】年齢基準に該当する選⼿に限る
① JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR の 8 ⽉ 30 ⽇付けランキングより、上位 2 名を選考予定（増える場合もあり）
※上位選⼿より「⽇本代表チーム A」
、「⽇本代表チーム B」と続き、1 チーム 3 名でのチーム戦を予定します
※同ランキングの場合、抽選により選考します

② その他、抽選により選考します
【締

切】8 ⽉ 31 ⽇（⼟）24:00

※締切⽇を過ぎてのエントリーは受付出来ません

【選 考 ⽇】9 ⽉ 5 ⽇（⽊） JOP TENNIS.COM HP にて発表
【ド ロ ー】対戦ドローは当⽇、会場にて発表となりますので、集合時間までに会場までお越し願います
【試合⽅法】リーグ戦（3〜4 組予定） ⇒ トーナメント戦（※参加チーム数により複数に分かれる場合あり）
▶試合⽅法︓2 ショートセット（ファイナル 10P マッチタイブレーク）※セミアドバンテージ⽅式
※セミアドバンテージ⽅式︓1 回⽬のデュースはアドバンテージあり、2 回⽬のデュースはノーアドバンテージ
※ショートセット︓4 ゲーム先取×2 セット（セットオールで 10P タイブレーク）

【使 ⽤ 球】SRIXON（ITF・JTA 公認球）
【参 加 料】9,000 円（保険料含む） ※本⼤会の結果はランキングに反映されませんのでご注意下さい
【参 加 賞】国別チームウェア
【表

彰】上位⼊賞団体を表彰（その他全員に参加賞）

【申込⽅法】JOP TENNIS.COM よりネットエントリー ※エントリー後は会員情報よりエントリー履歴をご確認下さい
【⽀払⽅法】選考リスト発表後、出場が確定した選⼿には「決済番号」をメール通知します。ペーパーレス決済で
コンビニ、銀⾏、ゆうちょ銀⾏、クレジットカードにてすぐにお⽀払い頂けます（⼿数料︓324 円）
【⽀払期限】9 ⽉ 12 ⽇（⽊）24:00 ※締切⽇以降はキャンセルできません。選考された選⼿は必ず⽀払い期⽇までにお⽀払い願います
【ｷｬﾝｾﾙ・種⽬変更】締切⽇まで会員サービス「履歴を⾒る」でキャンセル、種⽬変更が出来ます
【⽋

場】団体戦により⽋場はお控え下さい ※万が⼀、⽋場される場合（FAX︓042-580-4602 到着確認︓042-580-4601）※返⾦無し

【⾬天延期について】やむを得ず、⾬天順延の場合は以下のとおりとさせて頂く場合があります
※試合⽅法を短縮する場合があります（1 セットマッチ、10P タイブレークマッチ

等）

※予備⽇以外に延期する場合、会場が変更になる場合があります。⼀切ご返⾦は致しかねますのでご了承下さい

SENKO CUP World Junior Tennis Tour CHAMPIONSHIP 2019「国別対抗戦」
【注意事項】 本要項の内容は、やむを得ない状況により変更する場合があります
本⼤会は、2019 年度⽇本テニス協会ルールを適⽤いたします
写真撮影のためカメラマンがコートに⼊る場合があります（写真の使⽤権は全て主催者に帰属します）
⼤会中の怪我や事故等に対する保障は、主催者が加⼊する傷害保険の適⽤範囲内に限ります
選⼿の⾏動他はすべて保護者または引率者が責任を負うこととします
【ベンチコーチ制度】チームメイト、保護者、コーチの⽅もご⼀緒に試合参加を楽しんで頂くための企画です
選⼿を励ます⾔葉を掛けて気持ちを盛り上げ、⼀緒に楽しんで頂けますと幸いです
マナーを尊重し選⼿の⼿本となる⾏動をして頂きます様お願いします
▶アドバイスはチェンジエンドの 60 秒以内でお願いします
※プレー中に声をかける⾏為は禁⽌、コート内での拍⼿は控えめにお願いします
※コート（ベンチ）にはテニスシューズ、もしくは運動靴でお⼊り下さい
※ベンチコーチは、選⼿、保護者等、数名でも OK としますが、プレーの妨げにならない様ご注意下さい
※携帯電話や、その他通信機器は使⽤出来ませんのでコートに⼊る前にご確認下さい
※相⼿選⼿、その保護者にも敬意を払い、選⼿の⼿本となる⾏動をして下さい
※試合中にベンチコーチが⼊れ替わることは出来ません（緊急の場合はスタッフまでお声がけ下さい）
※当⽇の天候により、ベンチコーチがコート内で⽇傘をさす事を認める場合があります
※選⼿、保護者様の体調管理、⽔分補給、熱中症対策に⼗分ご注意下さい
その他、プレーの妨げとなる⾏為はお控え頂きます様、お願い申し上げます
【カメラ、ビデオ撮影】コート内での撮影は⼀切禁⽌とさせて頂きます（取り付けも不可）
※バックフェンス越し、コートサイドでの撮影は可能ですが、プレーの妨げにならない様お願いします

