JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR 2011
有明の森スポーツフェスタ 2011：個人戦
大会要項
対象：
東京港埠頭（株）＜協力：SPORTS SUNRISE .COM 他＞

主催

東京都 （社）日本テニス事業協会

会場

有明テニスの森公園
住所 〒135-0063 江東区有明 2-2-22
URL：http://www.tptc.co.jp/park/tabid/192/Default.aspx

サーフェス

ハードコート（B コート）16 面（天候、その他により変更する場合があります）

日程

5 月 5 日(木・祝)

締切

4 月 21 日(木) （締切日以降の受付は一切できません）
※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下さい (先着順)

選手選考日

4 月 22 日(金)

ドロー発表

4 月 28 日(木) http://www.jop-tennis.com/ 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オーダーオブプレー・集合時間までに出欠を届けて下さい。
※記載時間までに出欠届のない選手は、全て欠場扱いとさせて頂きます（参加料が発生します）

参加資格

どなたでも出場できます

参加料

4,100 円

参加賞

ツアーオリジナルグッズ

使用球

SRIXON（DUNLOP）（ITF・JTA 公認球）

試合方法

全試合 1 セットマッチ(6-6 タイブレーク)デュースあり ※3 エントリーより成立

種目

男子／女子 18 歳以下、16 歳以下、14 歳以下、12 歳以下、10 歳以下 全シングルス
18 歳以下：1993 年 1 月 1 日以降出生 16 歳以下：1995 年 1 月 1 日以降出生
14 歳以下：1997 年 1 月 1 日以降出生 12 歳以下：1999 年 1 月 1 日以降出生
10 歳以下：2001 年 1 月 1 日以降出生

大会役員

トーナメントレフェリー ：熊谷 由香利

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 → 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
※大会キャンセル：締切日 24：00 までは会員サービスのエントリー＆決済履歴でキャンセル、及
び種目変更が出来ます。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。（PC のみ）FAX でのキャンセル届けは、FAX：042-580-4602 までお送り
下さい。FAX の場合、送信後は必ずご確認のお電話をお願いします。（TEL : 042-580-4601）
※大会欠場：締切日以降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 : 042-580-4602 までお送り下さい。到着確認は当日連絡先までお願いします。

お支払い
方法

ペーパーレス決済のみ（手数料：210 円）
ペーパーレス決済：エントリー後に通知される「決済番号」で、コンビニ、銀行、ゆうちょ銀行
にてすぐにお支払い頂けます。（従来の決済伝票は発行されませんのでご注意下さい）
お支払期限：申込締切日翌日 24:00 まで
※必ずお支払い期限までにご入金をお願いします

予備日：5 月 7 日(土) （多少の雨でも試合を行なう場合があります）

発表のランキングでドローイングを行います。

※ランキング登録をする場合は別途登録料 4,200 円／年間

各種目優勝選手にご案内
各種目の優勝者には、
「全国ジュニアテニスツアーチャンピオンズ大会」出場権が与えられます。
＜会場：昭和の森テニスセンター（予定）＞ 予定日程：2012 年（春休み期間中）
大会の詳細につきましては、http://j.sports-sunrise.com/ に発表されます。
全国ジュニアテニスツアーに関するお問い合わせ先 SPORTS SUNRISE .COM
恐れ入りますが、お問い合わせはメールにてお願いします。

Mail : junior@sports-sunrise.com

JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR 2011
大会注意事項
インフォメーション
エントリー
前の確認

1. 必ず大会要項と大会注意事項をお読みいただきご了承の上、エントリーをお願いします。
2. 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、1 セットマッチの総当たり戦にて
試合を行います。その中で 1 名が欠場の場合でも 2 名で試合を行います。（6 ゲームマッチ）
なお、2 名の欠場で試合が無い場合も、全国ジュニアテニスツアーポイントは加算されます。
（参加料の返金はございません）※その際、練習試合を行います。大会本部までお越し下さい。
※エントリー成立の際、人数に関わらず全員が同門対決の場合もご連絡、ご返金は出来ません
ので、予めご了承下さい（例：3 エントリーで 3 名が同門でもご連絡、ご返金できません）
3. ドローはシード選手以外（3～4 シード,5～8 シードは抽選）全て抽選となり、1 試合目での同門
対決は配慮しかねますので、予めご了承下さい。（ドロー数によりシード数が異なります）
4. エントリー数が定員数を超えた場合、締切日より早く締め切る場合がありますがご了承下さい。
（キャンセルは要項の締切日まで受け付けます）（締切後のエントリーは一切できません）
5. ネットエントリーには JOP TENNIS .COM の会員番号とパスワードが必要となります。重複し
て登録することはできませんので、会員番号、パスワードをお忘れの場合はご登録いただいて
いる電話番号、メールアドレスからお問い合わせ下さい。会員番号のみわかる場合はログイン
画面の「パスワードを忘れたら」よりご確認できます。
6. 天候、その他、参加者数により予備日にも試合を行えない場合、予備日とは別の日程で大会が
行われた際、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。
7. 試合は全てセルフジャッジです。初めて大会へ参加される方で不安がある方は、事前に本部に
お伝え下さい。現地スタッフにて出来る限りのサポートをさせていただきます。

エントリー
について

1. ランキング登録料込のエントリー費が未決済の場合は、次大会の全国ジュニアツアーランキン
グ対象大会へエントリーができませんので、お支払後に次大会へエントリーをお願いします。
2. ドローに記載される所属団体名は、会員登録時の所属名となります。
（同じ所属の選手は表記を統一して登録いただきますようお願いします）
3. 会員登録の際、必要事項を正確にご入力お願いします。（更新も会員サービスから出来ます）
4. 保護者の方が責任をもって会員登録、ランキング登録、大会へのエントリーをお願いします。

エントリー
後の確認

1. エントリー後はメールでの「エントリー完了通知（決済番号）」、または「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」にて必ずエントリー済みかどうかをご確認下さい。
2. お支払はペーパーレス決済となります。エントリー受付後の画面にて決済番号をお控えいただ
くか会員サービスにログイン後、エントリー＆決済履歴情報内の決済案内にてご確認下さい。
キャンセル・種目変更はエントリー締切日 24：00 までは会員サービスのエントリー＆決済履歴
でキャンセル、及び種目変更が出来ます。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。（PC のみ）（締切後の再エントリーはできません）
FAX でのキャンセル届けは、FAX：042-580-4602 までお送り下さい。FAX の場合、送信後は
必ずご確認のお電話をお願いします。（TEL : 042-580-4601）
※ キャンセル届け・欠場届けの記載内容…大会名、種目、会員番号、お名前、ご連絡先、届け出
内容、締切日前のキャンセル（支払済み）の方は返金先口座をご記載下さい。

大会当日

悪天候による試合開始の判断は、開始 1 時間前の時点でレフェリーが判断いたします。
遠方からお越しの選手も考慮出来ませんのでご了承下さい。

ランキング

1. 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。
2. ランキングは月曜日～日曜日に終了した大会が翌金曜日の更新時に反映されます。
3. 一部の種目が終了しても全種目が終わるまではポイント・ランキングには反映されません。

その他

・本要項は、天候その他やむを得ない状況により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。
・写真撮影にカメラマンがコートに入る場合があります。撮影写真の使用権は主催者に帰属します。
・また写真を HP に掲載する場合があります。掲載写真の削除をご希望の方はご連絡下さい。
・参加人数により、予備日等にも試合を行う場合があります。
・3 エントリーの場合は総当たり戦（6 ゲームマッチ）で行います。
・1 試合目での同門対決は配慮しかねますので、予めご了承下さい。
・個人情報に関しての詳細は HP をご覧下さい。http://www.jop-tennis.com/
・駐車場に限りがある場合がございます。できるだけ公共交通機関でお越し下さい。
・参加料には傷害保険が含まれます。
・大会には上記を必ずご確認後、保護者の方が責任をもってお申込下さい。

～テニスを愛する選手のために～
JOP TENNIS .COM

