（１６歳以下 グレード３）

ＭＵＦＧジュニアトーナメント 2021 東京予選大会
大

会

要

主催 一般社団法人東京都テニス協会
後援 三菱ＵＦＪ銀行
1.

大会期日

/

協力

項
/

主管

一般社団法人東京都テニス協会ジュニア委員会

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

2021 年 1 月 23 日（土）
・24 日（日）
・30 日（土）
・2 月 6 日（土）
予備日：2 月 11 日（木、祝）
・20 日（土）
※天候などにより会場・日程を変更することもあります。

2. 会

場

3.

種目・ドロー数

4.

参加資格

昭和の森テニスセンター（砂入り人工芝）

昭島市田中町 600

小金井公園テニスコート（砂入り人工芝）

武蔵野市桜堤 3-21-1 他

16 歳以下男女シングルス

本戦 64 ドロー

①一般社団法人東京都テニス協会加盟団体または個人会員、及び東京都高体連・中体連加盟校
に所属し、関東テニス協会にジュニアプレイヤーズ登録をしている方
※未登録の方は関東テニス協会にて登録を行なってください。
関東テニス協会ジュニア登録」http://www.kanto-tennis.com/junior.htm
関東テニス協会選手登録番号が 31 から始まる選手
16 歳以下男女シングルス 2005 年 1 月 1 日以降生まれの男女
②ジュニア JPIN 登録済の選手

5.

試合方法

1 回戦

http://jpin.sports-sunrise.com/

8 ゲームプロセット８－８

2 回戦～決勝

3 セットマッチ 6－6

７ポイントタイブレーク
7 ポイントタイブレーク

3・4 位順位決定戦

3 セットマッチ 6－6

7 ポイントタイブレーク

5～8 位順位決定戦

8 ゲームプロセット 8－8

7 ポイントタイブレーク

※天候等により試合方法が変更になる場合があります。
6.

使用球

ダンロップオーストラリアンオープン（1 セット 2 個使用）セットチェンジ

7.

参加料

5,500 円＋100 円（ワンコイン制度）＋200 円（JPIN 運用経費）
※補欠選手は参加出来たら下記口座へお支払いください。
ゆうちょ銀行または郵便局からの払い込みとなります。郵便局備え付けの青色の払込取扱票
に必要事項を記入してください。
・口座番号

00170-3-604223

・加入者名

ジュニア委員会

・通 信 欄

出場種目、ドロー番号、選手氏名

■ワンコイン制度は（公財）日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため選手
およびジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの運営を中心に地域トレー
ニングセンターの整備等への資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。
「ナショナルトレーニング
センター（NTC）
」及び「ワンコイン制度」について詳しくは HP をご覧ください。 http://www.jtatennis.or.jp/national/ntc/onecoin.html

（公財）日本テニス協会

■本大会は JTA ジュニアランキング対象大会です。参加にあたり JPIN 運用経費を 1 エントリーにつ
き 200 円ご負担願います。

8.

お支払方法

リスト発表後、出場が確定した選手には「決済番号」をメールで通知します。
ペーパーレス決済：5,800 円（エントリー手数料：330 円別途）
コンビニ、銀行、ゆうちょ銀行、クレジット決済にてお支払いください。
【お支払期限】
：1 月 20 日(水) 24:00 まで

9.

申込方法

ネットエントリー ：JOP TENNIS.COM

※必ず期限までにご入金をお願いします。
http://www.jop-tennis.com/J/ にアクセス⇒会員

番号とパスワードでログイン⇒大会を選択⇒お申込み⇒エントリー確認⇒決済番号通知⇒ペ
ーパーレス決済
※会員番号をお持ちでない方は会員規約をご確認の上、新規会員登録を行なってください。
会員番号、パスワードはご登録いただいたメールアドレスへ通知されます。

【エントリー の際のご注 意】「関東 テニス協 会選 手登録番号」 と「所属名 」を、 JOP
TENNIS.COM へ正しく入力されているか確認の上でエントリーをしてください。関東テニ
ス協会の登録と異なる場合は、会員サービス⇒［登録情報の更新］からご変更頂けます。他
県から東京都の所属先に変更している方は、関東テニス協会へ変更届けを提出し､31 から始
まる番号を取得後、JOP TENNIS.COM 会員登録の所属先と番号を変更した上でエントリー
をして下さい。申込締切日 24 時までに上記お手続きを完了されていない場合、選考されま
せんのでご注意ください。
※会員番号・パスワードをお忘れの場合は、ご登録頂いている電話番号またはメールアドレ
スからお問い合わせ下さい。パスワードのみご不明の場合は、ログイン画面の「パスワード
を忘れたら」よりご確認頂けます。
※上記以外での申込み（当協会への直接申込、電話申込等）は受付出来ません。
≪ネットエントリーに関するお問い合わせ先≫
スポーツサンライズ
10. キャンセル

TEL：042-580-4601 （お問い合わせ時間

平日 10:00～16:00）

締切日 24:00 までは JOP TENNIS.COM へログイン後⇒会員サービス⇒エントリー＆決
済履歴でキャンセルが出来ます。（PC のみ）
キャンセル後は必ず「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。
FAX でのキャンセル届けは、FAX：042-580-4602 までお送りください。
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）
※FAX の場合 … 大会名・種目・会員番号・名前・所属・連絡先をご記入の上、お送りください。

11. 大会欠場

締切日を過ぎた場合の出場取り消しは、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 : 03-5327-2766 までお送り下さい。
（到着確認 TEL：03-5327-2733）

12. 申込締切

2021 年 1 月 4（月）24:00

13. 大会問合せ先

一般社団法人東京都テニス協会

14. ドロー会議

2021 年 1 月 12 日（火）10:30

15. ドロー発表

※締切日以降の受付は一切出来ません。
TEL：03-5327-2733（平日 10:30～17:00）
一般社団法人東京都テニス協会 会議室

「一般社団法人東京都テニス協会ホームページ」
：http://www.tokyo-tennis.jp/
「JOP TENNIS.COM ホームページ」
：http://www.jop-tennis.com/
1 月 13 日（水）以降に掲載します。

16. 選手選考

①柏・京王・川崎・群馬オープンジュニアの 16 歳本戦ベスト４・18 歳以下本戦ベスト８
②関東ジュニアランキング順

17. その他

・実年齢区分より 2 区分以上、上の種目に出場した場合ポイントは反映されません。
（本大会の場合は実年齢 12 歳以下の選手にはポイントが反映されません）
・関東テニス協会ジュニアテニストーナメントペナルティ（罰則）規定を採用します。
・必ず個人ジュニア登録証を携行してください。
・関東テニス協会ジュニア個人登録をされていない選手については受付出来ませんので
ご注意ください。
・実施にあたっては感染拡大防止策に同意の上参加して頂きます。また、コロナウイルス感
染状況に止の可能性もあります。ご理解とご協力をお願いします。
ディレクター

鷲田典之

レフェリー

山口京子

感染防止対策について
①参加選手は体調管理チェックシートに事前に記入の上、大会当日に提出してください。
②試合当日、
「手指消毒」と「検温」を実施します。37.5℃以上ある選手は参加を見合わせて頂きます。
大会終了後、発熱があった場合は報告してください。
③選手ならびに関係者(保護者・指導者)は、会場に来るときおよび観戦中はマスク着用をしてください。
選手は試合中はずしてプレーすることができます。
④消毒液の設置とスタッフのマスク着用を実施します。
⑤試合中ならびに待機中も２メートルの確保をお願いします。
⑥スコアボード、ベンチの消毒を行います。
⑦試合終了後は、あいさつのみ(握手はしない）にします。
⑧密集防止のため、観戦は保護者と指導者 1 人としてください。
※コロナ禍でも試合が行われるように、選手、選手の関係者、大会関係者が協力して実施していきたいと思います。
ご理解とご協力をお願いします。

