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第 99 回毎⽇テニス選⼿権ベテラン⼤会
参加選⼿の皆様
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「第 99 回毎⽇テニス選⼿権」
ベテラン⼤会男⼥ 35 歳以上〜65 歳以上の開催継続について
⼤会本部は、
「第 99 回毎⽇テニス選⼿権」ベテラン男⼥ 35 歳以上〜65 歳以上を引き続
き開催することと致しました。
政府は、東京都の新型コロナウイルスの感染拡⼤により、4 回⽬の緊急事態宣⾔（今⽉ 12
⽇〜8 ⽉ 22 ⽇）の発出を決めました。しかし、⼤会は無観客であり、屋外のコートで開催
しているのに加え、現時点で、⽇本テニス協会から公認⼤会の中⽌・延期勧告が出されてい
ないことや東京都の緊急事態措置では、屋外テニスコートに休業要請がないことなどを勘
案した結果、⼤会の継続を決めました。
⼤会本部・スタッフと致しましては厳格な感染防⽌対策を講じてまいります。引き続き、
参加される選⼿の皆様および付き添いの⽅には感染予防対策の徹底をお願いします。改め
てのお願いになりますが、来場時に検温と健康チェックシートを必ず、提出してください。
また、こまめな⼿洗いと⼿指消毒、試合中以外のマスクの着⽤、密集・密接の回避にご協⼒
をお願い申し上げます。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況、関係機関からの勧告や指⽰及び会場の閉鎖
などにより、急きょ、延期、もしくは中⽌とさせていただく場合がございますので、あらか
じめご了承ください。
⼤会を安全、安⼼に実施できるよう⼤会スタッフ⼀同、取り組んで参ります。何卒、ご理
解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
※緊急事態宣⾔の発令に伴い、⽋場される場合
・通常通り、⽋場届を提出してください。⽋場届を提出すれば、サスペンションポイン
トの対象にしません。
・参加料の返⾦はいたしません。

男女 35 歳以上〜65 歳以上ベテラン大会要項
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■種目・日程（2021 年７月５日（月）～29 日（木） 予備日７月 31 日（土）
・昭和の森テニスセンター）
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男

子

シングルス
ダブルス
７/20（火）～７/27（火）
７/５（月）～７/12（月）
７/12（月）～７/21（水）
７/８（木）～７/19（月）
７/15（木）～７/26（月）
７/12（月）～７/23（金）
７/５（月）～７/16（金）

女
子
シングルス
ダブルス
７/23（金）～７/29（木）
７/５（月）～７/13（火）
７/15（木）～７/23（金）
７/20（火）～７/29（木）
７/12（月）～７/21（水）
７/20（火）～７/29（木）
７/５（月）～７/14（水）

※各種目とも原則、上記期間内で行います。フリーエントリーの為、エントリー数によって日程が前後することがあります。
詳しい日程はドロー発表時にご確認下さい。
※シングルス、ダブルスとも出場する場合、年齢の異なる種目には申し込めません。
※大会時期にかかわらず、単複とも出場出来るのは１種目のみです。
※３名（組）に満たない種目は実施しません。３名（組）の場合はラウンドロビン方式で実施いたします。
※エントリー数や天候他、やむを得ない事情（新型コロナウイルス感染症等）により、日程、試合会場、コート、試合方法な
どを一部変更しナイターを使用、または大会を中止させていただく場合があります。
※ダブルエントリーにご注意下さい。
■試合方法 ３セットマッチ・ノーアド方式。セットブレークルールを採用。また、全種目のファイナルセットは、マッチタ
イ ブレーク（10 ポイント制）とします。原則としてセルフジャッジ。ウォーミングアップは５分以内です。試合方法は、参
加者多数の場合や天候等やむを得ない事情により、変更することがあります。
■注意事項
◆新型コロナウイルス感染症対策を行います。ドロー発表時に大会出場に関するガイドラインをホームページ〔http://www.
maitospo.com〕に掲載します。必ずガイドラインをご一読いただきますようお願いいたします。
※参加者が遵守すべき事項
①以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（イベント当日に確認を行います）
・体調がよくない場合
・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
②マスクを持参すること（受付・結果報告時や着替え時等のテニスを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用する
こと）
③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
④他の参加者、大会スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ）
）を確保すること（障がい者の誘導や介助を
行う場合を除く）
⑤会場及びその周辺で大きな声で会話、応援等をしないこと
⑥感染防止のために大会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
⑦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
⑧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
⑨厚生労働省の「COCOA システム」の利用を推奨
◆日本テニス協会発行の「テニスルールブック 2021」の規定を採用します。
◆本部に受付を届け出て下さい。全種目オーダーオブプレイ（NB 方式）で行います。
◆服装はテニスウェアとします。テニスウェアかどうかはレフェリーが判断します。

◆天候等により止むを得ない場合は、１日２試合以上（単複あわせて最大３試合）を行うことがあります。
◆不慮の事故・傷害等につきましては、大会側は一切責任を負いかねますので、体調管理等には充分ご注意下さい。
◆熱中症には十分ご注意下さい。
◆日程には十分ご注意下さい。試合前日に必ず、公式ホームページで最新の日程表を各自ご確認下さい。
■使用球 ヨネックス TOUR PLATINUM〈
（公財）日本テニス協会公認球〉
■ボールチェンジ セットチェンジ（各セット２球使用）
。マッチタイブレークではボールチェンジはありません。
■ベテランＪＯＰを必要とされる方は、エントリー締切日までに日本テニス協会へ 2021 年度の選手登録が必要です。
申込書に必ず選手登録番号を記入して下さい。申請中の方はその旨ご記入下さい。無記入の場合、ポイントが付与されませ
ん。日本テニス協会に各変更届けを申請していない場合、ポイントが付与されないことがあります。
■年齢起算
・35 歳以上 1986（昭和 61）年 12 月 31 日以前出生の人 ・40 歳以上 1981（昭和 56）年 12 月 31 日以前出生の人
・45 歳以上 1976（昭和 51）年 12 月 31 日以前出生の人 ・50 歳以上 1971（昭和 46）年 12 月 31 日以前出生の人
・55 歳以上 1966（昭和 41）年 12 月 31 日以前出生の人 ・60 歳以上 1961（昭和 36）年 12 月 31 日以前出生の人
・65 歳以上 1956（昭和 31）年 12 月 31 日以前出生の人
■参加料 本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。参加にあたり、参加料とは別途、各種目ワンコイン制度金 100 円をご
負担 願います。
「ワンコイン制度」について詳しくは http://www.jta-tennis.or.jp/をご覧ください。
10，500 円（シングルス１人、ダブルス１組）
（参加料 10，400 円＋ワンコイン制度 100 円）
■申し込み締切りとドロー発表日
エントリー締切日
選手選考
ドロー発表日
男女 35 歳以上～65 歳以上
６／１（火）
６／11（金）
６／17（木）
※ドロー会議は毎日新聞社事業本部で行います。シードはエントリー締切時点の最新ベテラン JOP（４月末日）により決定し
ます。
■ドローはホームページ〔http://www.maitospo.com〕上で公開します。仮刷りドロー郵送希望者は６／16（水）までに、返信
用 封筒（定形サイズ〈長 3 封筒 12×23.5 ㎝〉に 94 円切手貼付）に郵便番号、住所、氏名、出場種目を記入同封の上、下記
の事務局宛先までお送り下さい。電話によるお問い合わせにはお答えできません。プログラムは会場でお渡しします。ドロ
ー冊子は配布を取り止めさせていただくことになりましたのでご了承下さい。
■お申し込み方法
◆エントリー受付の窓口は SPORTS SUNRISE.COM です。各締切日までにインターネット〔http://www.jop-tennis.com〕で お
申し込み下さい。FAX〔042−580−4602〕でも申し込めます。
FAX 確認用電話〔042−580−4601〕
（土日祝祭日を除く平日午前 10 時〜午後４時）
。
◆メールアドレスを登録された場合は受付の完了通知が届きます。FAX の場合は必ず確認の電話をお願いいたします。また
毎年裏表間違いの FAX があります。十分ご注意下さい。ドロー発表日以降、決済伝票をお送りいたしますので、コンビニ
エンスストアでお振り込み願います。その際、参加料及びワンコイン制度金のほかに手数料 550 円をいただきます。
※単複同時申込の場合は 550 円のみです。
※ネットエントリーの方は、エントリー完了後に必ず「あなたのエントリー記録」か、会員サービスの決済履歴情報からエ
ントリー されていることをご確認ください。確認されずにエントリーミスをされても、主催者は一切責任を負いません。
◆エントリー締切り後は参加料の返金はいたしません。必ずお送りした決済伝票でお振り込み願います。
◆大会に関するお問い合わせと要項の請求は下記に願います。
毎日新聞社事業本部毎日テニス選手権事務局 〒100−8051 東京都千代田区一ツ橋１−１−１
TEL:03−3212−0807（土日祝祭日を除く平日午前 10 時〜午後６時）FAX:03−3284−1604
■締切り前のキャンセル SPORTS SUNRISE.COM FAX042−580−4602
（FAX 到着確認電話 042−580−4601、土日祝祭日を除く平日午前 10 時〜午後４時）
締切り後の欠場
毎日新聞社 FAX03−3284−1604
（FAX 到着確認電話 03−3212−0807、土日祝祭日を除く平日午前 10 時〜午後６時）
大会期間中の欠場
昭和の森会場 FAX042-543-2145
(FAX 到着 確 認電 話 大会本部臨時電話（大会ホームページで公開する注意事項に記載）
大会期間中午前８時〜午後６時）
※欠場される場合は所定の大会欠場届に必ず理由を明記の上、上記まで FAX をお送り下さい。
■優勝、準優勝者に表彰盾を贈ります。
■ディレクター 岸田英志
■アシスタントディレクター 朝井輝彦
■レフェリー 森清吉（総括）
、沖田栄子
■要項発行日 2021（令和３）年４月 15 日（木）
個人情報について エントリーに関わる個人情報は毎日新聞社で管理し、ドロー作成、お問い合わせや次年度以降、大会
要項等をお送りする際に使用するほか、各種大会・イベント等のご案内送付に使用することもあります。弊社の取り扱い
については、https://www.mainichi.co.jp をご覧下さい。なお本大会のエントリー等、個人情報の取り扱いの一部を ス
ポーツサンライズ社に委託しています。同社の取り扱いについては http://www.jop-tennis.com もご覧下さい。
プレー写真の掲載、肖像権について 大会に関連する毎日新聞紙面・ポスター・パンフレット・ホームページ・ SNS 等広
報物に使用することがあります。

【会場案内】（駐車に関するトラブル等について主催者は一切責任を負いません。）
●昭和の森テニスセンター（東京都昭島市田中町 600）

