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2020 大阪レインボーITS 彩都オープンジュニア：5 月

主催

（株）東海テニス企画 & SPORTS SUNRISE .COM

会場

レインボー・インドアテニススクール・彩都
http://rainbow-saito.com/

サーフェス

砂入り人工芝 3 面（天候、その他により変更になる場合があります）

大会日程

5 月 31 日（日） インドアのため予備日なし

締切日

5 月 17 日（日） ※エントリー数全体での人数制限がありますのでお早めにお申し込みください（先着順）
※ネット環境の不具合等いかなる場合でも締切日を過ぎてのエントリーは受付出来ません

選考日

5 月 22 日（金） 発表のランキングでドロー（選考）を行います

ドロー発表日

5 月 25 日（月） http://www.jop-tennis.com/ の【OP ドロー・結果】に掲載します
各自、ドローと同時に掲載する ORDER OF PLAY、もしくは集合時間までに出欠を届けてください
※集合時間までに届け出の無い選手は、全て欠場とさせて頂きます（参加料は発生します）

参加資格

開催種目の年齢基準を満たしている選手

参加料

4,000 円

参加賞

ツアーオリジナルグッズ

使用球

AO（DUNLOP）（ITF・JTA 公認球）／グリーンボール（ITF・JTA 公認球）
※10 歳以下は日本テニス協会のルールに基づき、グリーンボールを使用します

試合方法

全試合 1 セットマッチ（6-6 タイブレーク） デュース有り

開催種目

男子／女子 各種目シングルス ※各種目 3 エントリーより成立とします
・18 歳以下：2002 年 1 月 1 日以降出生
・16 歳以下：2004 年 1 月 1 日以降出生
・14 歳以下：2006 年 1 月 1 日以降出生
・12 歳以下：2008 年 1 月 1 日以降出生
・10 歳以下：2010 年 1 月 1 日以降出生

大会役員

レフェリー：小牟田 行法

エントリー
方法

http://www.jop-tennis.com/ よりネットエントリー ※携帯からもエントリー可
会員規約確認 → 会員登録 → 会員番号とパスワード取得 → 大会を選択 → ランキング規約確認
→ ランキング登録（必須 or 任意） → お申込 → ペーパーレス決済 → ドロー発表・集合時間確認 → 大会出場
※ランキング登録は、「登録必須の大会」と「登録任意の大会」があります

お支払い方法

ペーパーレス決済（手数料：330 円）
※エントリー後に通知される「決済番号」にて、お支払い期限までにお支払いください
（コンビニ、銀行、ゆうちょ銀行、クレジット決済にてすぐにお支払い頂けます）

お支払い期限

【重要】お支払い期限：エントリーをした日の翌々日 23:59 （締切日当日にエントリーをした場合、締切日翌日 23:59）
※お支払い期限までに入金の確認が出来ない場合、エントリーは自動的にキャンセルとなります

キャンセル・
種目変更

締切日 23:59 まで会員サービス→「履歴を見る」でキャンセル、及び種目変更が出来ます（PC のみ）
キャンセル・種目変更後は必ず「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

大会の欠場

締切日を過ぎた場合のエントリー取り消しは、欠場扱いとなります（参加料が全額発生します）
欠場届は、FAX：072-726-2425 までお送りください（到着確認は当日連絡先まで願います）

〒562-0028 大阪府箕面市彩都粟生南 1 丁目 18

※ランキング登録をする場合は、別途登録料 4,200 円／年間がかかります

当日連絡先：090-5240-4289

●

年間ランキング：2019 年 12 月 30 日～2020 年 12 月 27 日のツアー大会において獲得した上位 20 大会のポイントの総和により選考

●

TOMAS CUP：対象期間において、WORLD、及び JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR で優勝した選手に出場権を授与します

●

BS TOUR：対象期間において、WORLD、及び JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR で優勝、準優勝した選手に出場権を授与します
～テニスを愛する選手のために～
JOP TENNIS.COM

⼤会注意事項
⼤会注意事項
エントリー
について

1. 必ず⼤会要項と⼤会注意事項をお読み頂き、ご了承の上、エントリーください
2. 保護者の⽅が責任をもって JOP TENNIS.COM の会員登録、ランキング登録、エントリーをお願いします
（重複して会員登録することはできません）
※会員番号のみお分かりの場合、ログイン画⾯の「パスワードを忘れたら」よりご確認ください
※会員情報は、「会員サービス」⇒「登録情報の更新」よりご変更頂けます
3. 所属団体名は、正式な名称をご登録ください
4. エントリー数が、定員数を超えた場合、「早期締切」を⾏う場合があります
※締切⽇までにキャンセルが出た場合、⾃動的に再度受付が開始されます
5. 「ランキング登録料込み」のエントリー費が未決済の場合、次の⼤会にエントリーできません
※全国ジュニアテニスツアーランキング対象⼤会以外の⼤会へはエントリーができます

エントリー
後の確認

1.
2.

注意事項

1.

⼤会当⽇

1. 各選⼿、必ず集合時間までに受付を済ませてください
※悪天候による試合開始の判断は、⼤会レフェリーが判断します
（⾬の降る量、タイミングによって異なりますが、1 時間前を⽬安に判断できるよう努めます）
（遠⽅からお越しの選⼿も時間の考慮はできません。ご了承願います）

ランキング

1.
2.
3.

マイランキング内の個⼈別ランキング、参加記録は⼤会終了後、数⽇で掲載されます
ランキングは、⽉曜⽇〜⽇曜⽇に終了した⼤会が、翌週⾦曜⽇の更新時に反映されます
⼀部の種⽬が終了しても、全種⽬が終了するまではポイント、ランキングは反映されません

その他

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

本要項は、天候その他やむを得ない状況により、⽇程、及び会場を変更する場合があります
期間中の怪我、事故等は応急処置を⾏いますが責任は負いかねます
撮影のためカメラマンがコート内に⼊る場合があります（写真の使⽤権は主催者に帰属します）
写真を HP に掲載する場合がありますので、掲載写真の削除をご希望の⽅はご連絡ください
個⼈情報の取り扱い詳細は HP をご覧ください http://www.jop-tennis.com/
駐⾞場に限りがある場合がありますので、出来る限り公共交通機関をご利⽤ください
参加料には傷害保険が含まれます

会員サービス ⇒ エントリー＆決済履歴情報の「エントリー履歴」にてエントリー内容をご確認ください
ご登録のメールアドレスに通知された「決済番号」で、お⽀払い期限までにお⽀払ください
★お⽀払い期限までに⼊⾦確認が出来ない場合、エントリーは⾃動的にキャンセルされます
エントリーが取り消された場合、翌⽇ 8:00 以降に再度エントリーが可能となります（締切⽇まで）

各種⽬ 3 エントリーから成⽴となり、3 エントリーの場合は「総当たり戦」、4 エントリーの場合、
「トーナメント」にて試合を⾏います。複数名の⽋場により試合が無い場合も、全国ジュニアテニスツアー
ポイントは加算されます（参加料の返⾦はありません）※練習試合を⾏います
2. ドローはシード選⼿以外（シードは同シード内で抽選）全て抽選となり、１試合⽬での同⾨対決も
配慮しかねますので、予めご了承ください
3. 悪天候その他による延期時の対応
・開催⽇・予備⽇を含め 1 試合でもスタートした場合、要項に記載以外の⽇程を設けて全試合を⾏います。
※その際、ご都合によりご出場いただけなくても参加料の返⾦は⼀切ございません
・予備⽇を含め、1 試合もスタートできなかった場合、⼤会中⽌とし全額ご返⾦致します。
4. 全国⼤会への出場権は、各対象期間内に全種⽬終了した⼤会とします。
5. 試合は全てセルフジャッジです。初めて⼤会に参加される⽅で試合に不安がある⽅は、当⽇本部にて
お伝えください。現地スタッフが出来る限りサポートさせて頂きます

JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR に関するお問い合わせ先

SPORTS SUNRISE.COM

Mail︓info@jop-tennis.com（回答は平⽇ 9:30〜17:00）
当⽇の試合に関するお問い合わせは、各⼤会「当⽇連絡先」までお願いします

Universal Tennis Rating
UTR について
UTR とは…Universal Tennis Rating の略
⼀般的なランキング（順位）とは違い、年齢、男⼥、プロとアマも全て統⼀され、
「1〜16.5」までのレベルで分けられ
たレーティングシステムです。このレーティングは世界の男⼥トッププロも含まれており、錦織圭選⼿、⼤阪なおみ選⼿
もレーティングを保有します。昨今、特に全⽶の⼤学テニスのコーチやスカウトは選⼿採⽤において UTR を重視すること
も多くなってきています。
そして 2020 年、SPORTS SUNRISE 社は、UTR と契約を結びました。https://www.myutr.com/for-organizations
JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR、及び WORLD JUNIOR TENNIS TOUR にご出場の選⼿には、UTR が反映されます。
トップ選⼿と同じ指標で実⼒評価が得られる UTR の対象⼤会、是⾮ご出場ください。
UTR 対象

1.

2.
3.
※重要

UTR（Universal Tennis Rating）は、順位ではなくレベル分けを数値化したものです
・過去 12 カ⽉の最新 30 試合をもとに、試合のスコア、対戦相⼿の UTR を参考とし、レベルを数値化します
※国内でも、ITF Junior、ATF Junior 等の国際⼤会ではすでに UTR が導⼊され、参加選⼿には UTR が付いています
JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR は、「UTR 対象⼤会」となります
⾃⾝の UTR を調べる場合、https://www.myutr.com/ の「Search」に名前をヘボン式ローマ字で⼊⼒ください

本⼤会にご参加の選⼿は、UTR に個⼈情報「J 番号、名前、性別、誕⽣年」の 4 点と本⼤会の結果を送ります
以上をご承諾の上、エントリーをお願い致します（※ご承諾頂けない場合、本⼤会へのご出場は出来ません）

現在、UTR のデータベースには、200 ヵ国以上からの結果が含まれており、世界で 800,000 ⼈を超えるプレイヤーが UTR を保有します。
ランキングシステムでは、その独⾃性により参加した選⼿を対象に順位付け（序列）を⾏いますが、UTR は個々に実⼒評価を数値化します。
ランキングを持たず強い選⼿と初回戦で当たったり、少ないドローでも強い選⼿同⼠で当たったりする場合においても、勝ち負けに関わらず
対戦相⼿の UTR によって、スコア次第でレーティングが反映されることから今後、正確に⾃⾝や対戦相⼿の実⼒評価ができるようになります。

https://www.myutr.com/

