
 

第７５回（２０２２年）東海毎日ベテランテニス選手権大会 開催要項  

 
≪ベテランＪＯＰ対象大会・グレードＣ≫ ワンコイン対象大会 

 
＜注意＞新型コロナウイルス感染状況によって大会中止、延期、内容、感染拡大防止対策が変更になる場合がありま

すので開催日まで必ず大会ホームページの確認をして下さい。 
なお、本大会は無観客の大会とし選手および選手の帯同者１名までの会場入場制限とさせていただきます。選手およ

び帯同者の皆様には要項内の感染拡大防止対策を講じてもらうこととしますのでご理解とご協力をお願いします。 
 
１．主 催     東海テニス協会 

 ２．主 管     愛知県テニス協会 
 ３．後 援     毎日新聞社 名古屋市 
 ４．協   力 （株）ＳＰＯＲＴＳ ＳＵＮＲＩＳＥ．ＣＯＭ 

５．期 日     男子：２０２２年４月１２（火）～２１日（木） 
        女子：２０２２年４月１６（土）～２３日（土） 

（雨天順延、少雨実施） 
 ６．会 場     東山公園テニスセンター （砂入り人工芝コート） 
         名古屋市天白区天白町八事字裏山６０－１９ （０５２）８３２－１１１５ 
 ７．参加 資格     （公財）日本テニス協会加盟の各都道府県テニス協会に加盟団体登録があり、かつ 
         （公財）日本テニス協会に当該年度（２０２２年度）のベテラン選手登録を行った 
          登録者および競技者規定によるプロフェッショナル登録者とします。 
          ２０２２年度の選手登録を大会申込締切日までに終えてください。 
 ８．種 目     

    男子・女子３５歳以上…単・複  １９８７年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子４０歳以上…単・複  １９８２年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子４５歳以上…単・複  １９７７年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子５０歳以上…単・複  １９７２年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子５５歳以上…単・複  １９６７年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子６０歳以上…単・複  １９６２年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子６５歳以上…単・複  １９５７年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子７０歳以上…単・複  １９５２年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子７５歳以上…単・複  １９４７年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子８０歳以上…単・複  １９４２年１２月３１日以前出生者 
    男子・女子８５歳以上…単・複  １９３７年１２月３１日以前出生者 
    参加者が４人（組）以上の場合はトーナメントにて行います。 
    参加者が３人（組）以下の場合は不成立として行いません。 
注意：単・複両種目に申込みをする選手は年齢の異なる種目に申込みはできません。 

 ９．参 加 料     単・複 １種目につき１１，１００円（ワンコイン制度金１００円込み） 
         本大会は、ＪＴＡワンコイン対象大会です。 
         参加にあたり各種目ワンコイン制度金１００円を負担願います。 
         ワンコイン制度の詳しい内容は http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin をご覧ください。 
１０．使 用 球     ダンロップフォート（１セット毎のボールチェンジ） 
１１．試合 方法     トーナメント方式とします。 

シングルスは、３タイブレークセット（８０歳以上は２タイブレーク、ファイルセット１０ポイン

ト 
マッチタイブレーク）で行います。 
ダブルスは、全て２タイブレーク、ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレークで行います。 
全種目ノーアドバンテージスコアリング方式とします。 
審判はセルフジャッジで行いますので、ロービングアンパイアーを配置します。 
（公財）日本テニス協会制定のトーナメント諸規則ポイントペナルティ制度を採用します。 

１２．申込締切   ２０２２年３月１４日（月）２４：００（FAX は必着） 

http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin


１３．申込 方法     ①インターネットでのお申込み http://www.jop-tennis.com/ にアクセス 
ベテラン会員登録後、取得した会員番号、パスワードにてお申し込みください。 

         ※通知メールか同サイトの「エントリー＆決済履歴」で必ずエントリーの確認をして下さい。 
②ＦＡＸでのお申込み FAX：０４２－５８０－４６０２ 
所定の申込書（http://www.jop-tennis.com/ に掲載）に必要事項を記入頂きＦＡＸでお送り下さい。 
ＦＡＸ送信後は必ず電話にて到着確認をお願いします。 
（ＴＥＬ：０４２－５８０－４６０１ 平日 10:00～16:00） 
①・②とも、お申込み時にエントリー手数料が別途かかります。（手数料：５５０円） 
 
単複同時にエントリーいただいた場合、手数料は５５０円のみです。 
参加料はドロー発表後にお送りする決済伝票にて伝票記載の期日までにコンビニでお支払い下さい。 
（ダブルスの参加料については、代表者様へ決済伝票をお送りします。） 
尚、個人情報に関しては万全を期します。詳細は http://www.jop-tennis.com/にてご確認下さい。 
※ご不明な点は、スポーツサンライズにお問合せ下さい。 
（TEL：０４２－５８０－４６０１ 平日 10:00～16:00） 
不成立の種目に関しましては締切後、東海テニス協会より連絡をいたします。 
 

１４．キャンセル エントリーを取り消す場合は締切日までに FAX：０４２－５８０－４６０２ に届け出て下さい。 
ＦＡＸ 送信後は必ず電話にて到着確認をお願いします。 
（ＴＥＬ：０４２－５８０－４６０１ 平日 10:00～16:00） 
お電話・メールでのキャンセルはお受けできません。 
締切日３月１４日（月）を過ぎた場合はキャンセルできません。（お支払いの義務が発生します） 
締切日以降、出場を取り消す場合は東海テニス協会まで FAX 又は郵送文書にて連絡を入れて下さい。 
東海テニス協会より FAX 又は郵送にて欠場書類を送ります。（FAX：０５２－７５１－０８５０） 
欠場の届け出については１５．注意事項④をご確認ください。 

          (締め切り日を過ぎた欠場については、いかなる理由があっても参加料の支払義務が発生しますの 
で注意してください。) 

＊昨年の当大会は新型コロナウイルス拡大防止を理由に欠場する場合は参加料の返金を実施しました。しかしながら

本年度は日本テニス協会から示されたトーナメント再開のためのガイドラインに沿って運用しますので新型コロナウ

イルス感染拡大対策を理由に欠場する場合であって返金しないこととします。１６項を遵守の上、大会申込をお願い

します。 

１５．注意事項      ①同一期間内に開催される、他のベテランＪＯＰ対象大会と重複して申し込みをしないよう 
          ご注意ください。（ダブルエントリーの禁止） 
          ダブルエントリーにつきましては、ＪＴＡテニスルールブックに書いてありますので確認 
          の上お申込みください。 
          電話での問い合わせは聞き間違い等が多いため、お控えください。 
         ②会場での怪我等については主催者側が応急手当をします。 
          以後の処置については責任を負いません。 
         ③ドローは３月２４日（木）以降に東海テニス協会ホームページ及び JOP TENNIS.COM 
          に掲載します。 
          郵送希望の方は返信用封筒（長形３号：１２㌢×２３．５㌢）の表に、住所・氏名・大会名・ 
          参加種目を記入し、９４円切手を貼付した封筒を東海テニス協会までお送りください。 
          〒４６４－０８３６ 名古屋市千種区菊坂町２－２シャトレタカギ３Ａ 
         ④締切日以降出場を取り消す場合は、欠場届を提出してください。 
          ・インターネットでの欠場届の提出 
           JOP TENNIS. COM（http://www.jop-tennis.com/)にログイン後、「あなたのエントリー記録」 
           より欠場届を提出してください。 
          ・郵送もしくは FAX での欠場届の提出 
           東海テニス協会まで欠場届をお送りください。本人のサインがある場合はファックスでも可。 
           FAX（０５２）７５１－０８５０ 
          怪我、病気の場合は大会終了日までに診断書を提出してください。 
           
         ⑤本大会は全ての選手を公平に扱います。 
         ⑥この大会のドロー表に選手名・所属団体名を掲載します。 
         ⑦天候その他の事情により要項内容、会場、試合日程、試合方法が変更になることがあります。 



         ⑧電話、締切り後の申込は一切受け付けません。 
１６.新型コロナ感染拡大防止対策 ・・・新型コロナウイルス感染予防対策のお願い参照 

①本大会は、「JTA 公式テニストーナメント再開ガイドライン」に準じ、新型コロナウイルス感染拡

大防止対策として日本テニス協会の健康管理システム（HeaLo）を採用します。 
②出場する選手・帯同者（1 名まで）は、大会前後 2 週間、毎日欠かさず健康情報の記録が必要です。

東海テニス協会ホームページの大会要項のリンクから健康管理システム（HeaLo）登録をしてくだ

さい。 
③やむを得ない理由により Healo システムが利用できない場合は所定の〝新型コロナウィルスにつ

いての確認書〟を用いて日々の記録を毎日提出してください。 
＊用紙はコピーを持参して下さい。 
④なお、未入力や未提出が続いた場合、申告事項に虚偽があった場合は大会主催者の判断により出

場が認められない場合があります。 
 

 
１７.服 装     （公財）日本テニス協会の競技規則に定められたテニスウェアーを着用してください。 
 
１８．運営 委員     ディレクター        小 川   敏 
         アシスタントレディレクター 木 下 洋 子 
         レフェリー         大 坪 理 恵 
         アシスタントレフェリー   青 山 恵 子 
 
１８．問合 せ先     東 海 テ ニ ス 協 会  （０５２）７５１－０６３９ 
   主 催 者     〒４６４－０８３６ 名古屋市千種区菊坂町２－２シャトレタカギ３Ａ 



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てください。参加はできません。

　①平熱を超える発熱（おおむね37.5℃以上）

　②咳、のどの痛み、倦怠感、嗅覚や味覚の異常

　③同居の家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　④新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

　⑤過去14日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察期間を必要とされている

　　国、地域などへの渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

2.　大会会場では、会場で定められた感染防止対策に従ってください

　①こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願いします

　②会場内では人と一定の距離を置き、大きな声での会話は慎んでください

　③試合を行っていない時や、人と会話をするときはマスク着用をお願いします

3.　試合中のマスク着用は可としますが、熱中症のリスクがありますので、息苦しさ

　を感じたら、すぐに外してください

　　試合前と後の挨拶は握手以外の方法で行ってください

4.　大会開催から2週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合、あるいは

　　濃厚接触者であることが判明した場合は速やかに東海テニス協会まで報告して

　　ください

5.　感染拡大等のために大会が中止になる場合があります

6，今大会は感染拡大防止対策上、会場への入場は選手と帯同者1名に限定し且つ日本テニス協会

　指定のHealoシステムに登録、健康状態チェック管理を実施していることを条件とします。

　無観客での開催としますので選手の皆様のご理解とご協力をお願いします。

以上

新型コロナウィルス感染予防対策のお願い



＊大会当日、必ず提出をお願いします。

１）エントリー種目 歳以上

男子シングルス・女子シングルス 〇で囲む

男子ダブルス　・女子ダブルス

２）氏名 ・選手 ○で囲む

・帯同者（選手名　　　　　　　　）

３）連絡先（電話番号）

４）当日朝の体温

５）大会前２週間における下記の事項の有無を〇で囲む。

＊大会２日目からは当日の健康状態を記載して下さい。

ｱ）平熱を超える発熱

ｲ）咳、のどの痛みなどの風邪の症状

ｳ）だるさ（倦怠感）息苦しさなどの症状

ｴ）臭覚、味覚の異常などの症状

ｵ）体が重く感じる、疲れやすい等の症状

ｶ）新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触

ｷ）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

ｸ）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せる

　国地域への渡航または当該在住者との濃厚接触

※上記項目に１つでも「あり」に当てはまる場合は大会にご参加いただけません。

なお、提出頂きました個人情報の取扱いには十分に配慮致します。

℃

新型コロナウイルスについての確認書

なし・あり

なし・あり

第75回   東海毎日ベテランテニス選手権大会

なし・あり

なし・あり

なし・あり

なし・あり

なし・あり

なし・あり



第 7５回(2022 年)東海毎日ベテランテニス選手権大会 

 

~健康情報管理システム HeaLo の利用方法について~ 

 

 

■日々の健康情報入力方法について 

本大会に出場する選手は、2022 年 3 月 29 日(火)~ 2022 年 5 月 7 日(土)の期間、毎日欠か

さず健康情報の記録をお願い致します。以下の URL または QR コードより利用者登録を

サイト上で行ってください。大会期間中は遅くとも会場到着の 1 時間前までに大会前 14 日

分の登録を完了しておいてください。 

なお、未入力が続いた場合や所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた場合は

大会主催者の判断により出場が認められない可能性があります。 

 

 

【HeaLo 利用者登録フォーム】 

 

 

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/ix4a9yxe 

 

 

※登録が完了後、入力いただいたメールアドレスに 

URL や初回パスワード（初回利用時）が届きます。 

 

 

 

 

  

 

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/ix4a9yxe


会場への入場方法について 

 

入場の際は、各自で登録されている健康情報管理システムの QR コードもしくは入場管理 

番号(T から始まる 7 桁の番号)の提示が必要となります。 

 

スムーズにご入場いただくため、QR コードの提示にご協力をお願いいたします。 

※スマートフォン・タブレット端末等をお持ちでない方は、事前に印刷してご持参ください。 

 

QR コード表示手順 

1 右上の三本線を選択します 

 

2「QR 表示」を選択します 

 

3 画面上に QR コードが表示されます 
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