
　　　　　 7/15（火）～7/21（月）
　　　　　 7/  7（月）～7/14（月）
　　　　　 7/14（月）～7/22（火）
7/12（土）～ 7/21（月）　7/11（金）～ 7/16（水）
7/12（土）～ 7/21（月）　7/12（土）～ 7/17（木）
　　　　　 7/20（日）～ 7/29（火）

35
40
45
50
55
60

歳
以上 シングルス ダブルス シングルス ダブルス

※会場　砂入り人工芝

男　　　子 女　　　子

※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。
※４ドローに満たない種目は実施いたしません。
※エントリー数や天候等の事情により、試合会場、コート、試合方法などを一部変更し、ナイターやインドアコートを使用することが
　あります。各種目の試合開始日は、ドロー発表日に発表します。
※ダブルエントリーにご注意下さい。

7/21（月）～ 7/28（月）
7/  7（月）～ 7/14（月） 
7/19（土）～ 7/28（月）
7/14（月）～ 7/21（月）
7/  7（月）～ 7/14（月）

　　　　　　 ベテラン大会要項
一般、ジュニアの大会要項は毎日新聞社事業本部の大会事務局にご請求下さい。なお、本要項と
も毎トーホームページ（http://www.maitospo.com/）でもご覧いただけます。（ ）

■種目・日程（昭和の森テニスセンター）

■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。ダブルス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）です。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
◆日本テニス協会発行の「テニスルールブック2014」の規定を採用します。
◆指定時刻までに本部に出席を届け出て下さい。全種目オーダーオブプレイで行います。
◆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。
◆１日２試合以上（単複あわせて最大３試合）を行う場合があります。
◆日程には充分ご注意下さい。
◆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ください。

■使用球　ブリヂストンＸＴ８（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。
■本大会はテイジンベテランJOP公認対象大会（グレードＣ）です。

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2014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。

男子35歳以上〜60歳以上
女子40歳以上〜60歳以上

主　　催：毎日新聞社
共　　催：東京都テニス協会
後　　援：東京都、関東テニス協会
公　　認：日本テニス協会
協　　賛：ブリヂストンスポーツ株式会社
　　　　　アーバンリゾーツ昭和の森株式会社、昭和の森綜合サービス株式会社
　　　　　UTA ユニバーサルテニスアカデミー
協　　力：大　製薬株式会社、Hotel & Tennis Resort Club Verde
運営協力：SPORTS SUNRISE.COM

毎トーホームページ http://www.maitospo.com/



■年齢起算
・35歳以上　1979（昭和54）年12月31 日以前出生の人　・40歳以上　1974（昭和49）年12月31 日以前出生の人
・45歳以上　1969（昭和44）年12月31 日以前出生の人　・50歳以上　1964（昭和39）年12月31 日以前出生の人
・55歳以上　1959（昭和34）年12月31 日以前出生の人　・60歳以上　1954（昭和29）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/onecoin をご覧ください。
10，300円（シングルス１人、ダブルス１組）
（参加料 10，200円＋ワンコイン制度 100円）

■申し込み締め切りとドロー発表日

　※ドロー会議は毎日新聞社事業本部で行います。シードはドロー会議時点の最新ベテラン JOP 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6／20 までに、返信

用封筒（定形サイズ〈長3封筒 12 × 23.5㎝〉に92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。

■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 5 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540
円をいただきます。

※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返金いたしません。必ずお送りした決済伝票でお振り込み願います。欠場される場合は必ず
理由を明記の上、文書またはＦＡＸ（03−3284−1604）で大会欠場届をお送りください。

　◆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　FAX:042−580−4602
　　　　　　　　　　（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５時）
　締切り後の欠場　　　　毎日新聞社　FAX:03−3284−1604
　　　　　　　　　　（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）
■各種目とも参加賞（大会オリジナルグッズ）と、優勝、準優勝者に表彰盾を贈ります。
■トーナメントディレクター　橋本泰、松田嘉徳
■トーナメントレフェリー　森清吉（総括）、沖田栄子
■要項発行日　2014（平成26）年４月17日（木）

【会場案内】（できるだけ公共交通機関をご利用下さい。駐車に関するトラブル等については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）
　JR 青梅線昭島駅下車徒歩 10 分。

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、ドロー作成や次年度以降、大会要項を
お送りする際に使用するほか、各種大会のご案内送付に使用することもあります。なお本大会のエントリー、運
営に際し、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 をご覧下さい。
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・ホームページ等
広報物に使用することがあります。

男子35～60歳、女子40～60歳以上 6／10（火） 6／17（火） 6／23（月）
エントリー締切日 ドロー会議  ドロー発表日



申込先  ＦＡＸ：０４２－５８０－４６０２　締切日6月10日（火）24:00
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男子：　35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳
女子：　　　　　40歳・45歳・50歳・55歳・60歳
男子：　シングルスのみ　・　ダブルスのみ　・　両方
女子：　シングルスのみ　・　ダブルスのみ　・　両方

 V  V

（土日祝祭日を除く平日午前10時～午後5時）

年　  齢
（○で囲む）

種　  目
（○で囲む）

・ご希望の年齢と種目に○印をお付け下さい。　（氏名と JOP TENNIS.COM会員NO.のみで申込ができます）
・単複お申込みの場合は、年齢のクロスオーバーはできません。同一年齢でお申込み下さい。
・この申込書にてシングルスと、ダブルスの 2種目が申込めます。
　（※パートナーがシングルスを申し込む場合は別紙が必要です。）

以下、新規登録（JOP TENNIS.COMの会員NOをお持ちでない方）、
又は、現在の登録に変更がある方は、変更箇所のみご記入下さい

氏　  名
JOP TENNIS.COM

会員NO

氏　名
JOP TENNIS.COM

会員NO

〔シングルス・ダブルス〕　　　　　　　　　　　　 〔ダブルスパートナー〕

所属団体（省略せず、正確にお書き下さい）　   所属：
ふ  り  が  な  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日（西暦）

氏　　  名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　年　　月　　日

住　　  所　〒　

  T  E  L　　(　　)　　　̶　　　　FAX　(　　)　　　̶　　　 携帯
パソコン

メールアドレス
携帯

メールアドレス

G
LJTAベテラン登録NO.                        　　        又は　申請中

G
LJTAベテラン登録NO.                        　　        又は　申請中

所属団体（省略せず、正確にお書き下さい）　   所属：
ふ  り  が  な  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日（西暦）

氏　　  名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　年　　月　　日

住　　  所　〒　

  T  E  L　　(　　)　　　̶　　　　FAX　(　　)　　　̶　　　 携帯
パソコン

メールアドレス
携帯

メールアドレス

ダブルスパートナー（新規登録の方）又は、現在の登録に変更がある方は、変更箇所のみご記入下さい

＊ エントリーについてのお問い合わせは SPORTS SUNRISE.COM（042-580-4601）にお願いします。

※
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FAX送信後、到着確認電話をお願いします
TEL：042-580-4601




