石川県テニス協会主催大会を開催するにあたって
大会を実施するにあたって選手の皆様には競技者としての自覚を持って、他者への尊重を含んだ自己管理をお願いい
たします。また感染のリスクを高めるような行動は慎んでいただきたいと思います。
大会を実施した際、感染症等の拡大を引き起こすような事態が認められた場合は石川県テニス協会は大会を中止することがあります。ご了承くださ
い。その際は参加料を返金いたします。

また大会当日までに新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況によっては急遽、大会中止をすることがありますのでご了承ください。その際は前
日午後9：00までに県協会ジュニア委員会特設サイトにてご連絡いたします。

また熱中症と新型ウィルス感染症の症状には似た内容があるため、熱中症等の症状が出た場合は大会本部はすみやかにリタイアを勧告し、状況に
よっては救急車の要請を行います。熱中症にならないように試合前から自己管理を細心の注意で行ってください。またクラブハウスでの待機等は制限
があり、治療等体調回復の待機は行えない可能性がありますのでご了承ください。

1．大会参加募集時の連絡・注意事項
（1）参加者が以下の事項に該当する場合は参加を見合わせてください。
・ 体調がよくない場合（例：発熱・せき・咽頭痛などの症状がある場合）
・ 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���渡航または当該在住者との濃厚接触
がある場合

・ なお、上記理由による欠場の場合は大会参加料はいただきません。
（2）マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツ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。持参がない場合に会場
を退去していただく場合もございます。）
（3）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行っていただきます。（大会主催者により消毒液の用意をいたします。）
（4）他の参加者、主催者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。
（5）大会中に大きな声で会話、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ィ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。

2．大会当日の受付時の対応内容
（1）受付窓口には、手指消毒剤を設置いたします。
（2）発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けます。
（3）当日の朝体温を測っていない方には体温計を用意し検温いたします。参加者は当日の朝体温を測ってきてください。
（4）参加者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行います。
（5）受付を行うスタッフにはマスクを着用いたします。
（6）当日の受付の時間帯など密集な状況や混雑を避けるように行います。
（7）参加者から以下の情報の提出を求めます。
・氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）＊個人情報の扱いには十分注意いたします。
・当日の体温
・大会前2週間における以下の事項の有無
ア.平熱を超える発熱
イ.咳（せき）・のどの痛みなどの風邪の症状
ウ.だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）
エ.味覚や嗅覚の異常
オ.からだが重く感じる、疲れやすい等
カ.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
キ.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ケ.過去14日以内に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、地域等への渡航または当該在住
者との濃厚接触がある場合
3．大会中の留意点
（1）選手ミーティングは放送とオフィシャルボードの提示ですませるので、放送の聞こえる場所で待機してください。また随時オフィシャルボードを見て
ください。その際オフィシャルボード周辺が密集しないよう配慮お願いします。
（2）十分な距離の確保
・運動・競技の種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離（少なくとも2mの
距離をあけることが適当である）を空けること。
（3）位置取り：走る・歩くにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後一直線に並ぶのではなく並走する、あるいは斜め後方に位
置取ること
（4）運動・スポーツ中に、たんやつばをはくことは極力避けること。
（5）タオルの共用はしないこと
（6）ラケット、帽子等の道具類の他人への貸し借りはしないこと。
（7）大会中の飲食については、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、会話は控えめにすること。
（8）試合前・試合後各自手指荒い・消毒を行うこと。
（9）ゴミを持ち帰るためのポリ袋を持参し、ティッシュや飲食物などのゴミは適切にポリ袋に入れて保管し自宅まで持ち帰ること。コートや近辺の店舗等
にはゴミ箱の設置はありません。飲み残し、食べ残しもコート近辺に捨てずにすべて持ち帰ること。

（10）更衣室やトイレには3名以上にならないように外で間隔をおいて順番を待ち、使用時間は最低限度にしておくこと。
（11）試合前の挨拶は握手をしないこと。また相手のラケットを持つことのないようにトス（サーブ権などの選択）をすること。
（12）試合後も握手をせずお辞儀やラケットでタッチする行為等ですませ、勝者がスコアの最終確認をし本部まで持っていくこと。

（13）試合中においてはマスクの着用は義務づけしませんが、試合前後待機中にはマスクを着用するようにしてください。なお、ウォーミングアップなど
身体を動かす場合においてはマスクの着用をしなくても構いませんが、人との距離を十分に空けながら行ってください。マスクの着用は熱中症になら
ないように注意して着用してください。

感染防止にかかる確認票
＊あらかじめダウンロードして当日事前に記入して提出することでも構いません。
・ 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、下記事項について確認を行っています。
・ 選手の皆様の安全な利用を確保するため、大会出場の際にはこの確認票の提出が必要です。
・ 団体代表者は大会に出場する選手全員に確認の上代表者が記入し提出してください。
団体代表者がいない場合は出場する選手とその保護者等に確認の上選手または保護者等が記入し提出してください。
☆

つまり①所属チーム責任者 ，②出場選手， ③その引率者や応援者，のいずれかの方がこの確認票を提出してください。選手だけでなく大会会場に入
場する方すべての提出になります。

・ なお、確認項目について「いいえ」と回答された場合や確認票の記入・提出をいただけない場合は大会参加をお断りすることがあります。

【取得した個人情報の取り扱いについて】①新型コロナウイルス感染防止のためのみ利用します。②個人情報の取り扱いを外部に委託することはありません。③保健所等新型コロナウイルス感染にかかる関係機
関へ個人情報を開示する場合があります。④個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は大会に出場できません。⑤本人は個人情報の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、第三
者への提供の停止を求めることができます。【個人情報取り扱いに関する窓口】石川県テニス協会TEL：076-227-9201，メールアドレス：ita@p2223.nsk.ne.jp

・大会当日および大会前2週間における以下の事項の有無
ア.平熱を超える発熱
イ.咳（せき）・のどの痛みなどの風邪の症状
ウ.だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）
エ.味覚や嗅覚の異常
オ.からだが重く感じる、疲れやすい等
カ.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
キ.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ケ.過去14日以内に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、地域等への渡航または当該在住
者との濃厚接触がある場合
上記の事項について本日の参加者等入場者すべてが該当しないことを確認しましたか？
○をつけてください。
はい

（自著）

利用日

・

年

上記の内容について間違いありません。
【取得した個人情報の取り扱いについて】同意の上提出します。
団体名（所属クラブ名）＊必須
①，②，③のどれか必須
①

所属クラブ引率責任者氏名

②

選手氏名

③

選手の保護者等氏名
住所＊必須
電話番号またはメールアドレス＊必須

いいえ

月

日
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中牟田杯全国選抜ジュニアテニス石川県予選大会
（ IPOJ 対象大会グレード J-6）

１，主

催

石川県テニス協会

２，後

援

（株）北國新聞社

３，協

賛

ダンロップスポーツ

４，主

管

石川県テニス協会強化・ジュニア委員会

５，大会役員

トーナメントディレクター

紺谷

和生

レフェリー

栗原

孝行

６，種

目

U15 男子シングルス・U15 女子シングルス・U15 男子ダブルス・U15 女子ダブグルス

７，会

場

予選：小松末広運動公園テニスコート（7/18）（砂入り人工芝１０面）

８，期

日

予選：シングルス・ダブルス

本戦：小松末広運動公園テニスコート（7/19,23,24）（砂入り人工芝１０面～１４面）
２０２０年７月１８日（土）予備日７月１９日（日）

本戦：７月１９日（日）ダブルス：１Ｒ～ＱＦ，ＳＦ，順位決定戦１Ｒ
２３日（木）シングルス：１Ｒ～ＱＦ，ＳＦ，順位決定戦１Ｒ
２４日（金）シングルス：Ｆ，順位決定戦２Ｒ，ダブルス：Ｆ，順位決定戦２Ｒ
２５日（土）予備日
８：１５～受付
９，参加資格
１０，試合方法

（公式練習、試合開始時刻はホーページに発表します）

石川県在住でジュニア登録をした選手

U15：2005 年 1 月 1 日以降に生まれた者

ドローサイズ：シングルス本戦 32 名（本戦 DA24 名、予選勝ち上がり 8 名）
ダブルス本戦 24 組

(本戦 DA18 組、予選勝ち上がり 6 組)

シングルス：予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
本戦：１Ｒ～ＱＦ・順位決定戦２Ｒ：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
ＳＦ・Ｆ・順位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦）
：２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク
ダブルス：予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
本戦：１Ｒ～ＱＦ・順位決定戦２Ｒ：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
ＳＦ・Ｆ・順位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦）
：ノーアド２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク
１１，使用球

ダンロップ

オーストラリアンオープン

１２，参加費

シングルス本戦 DA24 名

1 名 3000 円、ダブルス本戦 DA18 組

1 組 3000 円

シングルス予選 1 名 2500 円・ダブルス予選 1 組 2500 円（本戦勝ち上がり選手・組は追加 500 円）
１３，申込方法

ネットエントリーにて受け付けます。「石川県テニス協会ホームページ」からリンクされたネット

１４，申込期間

６月２７日（土）～７月６日（月）２０時必着

１５，ドロー会議

選手選考会議７月１３日（月）２０：００～県協会事務局

１６，代表資格

男女シングルス・ダブルスそれぞれ１位～６位は北信越大会の出場権を得る

１７，問い合わせ

メールにて受け付けます。電話での問い合わせはしないでください

エントリーページ https://jr.ishikawa-tennis.net にて申込期間内に申し込むこと。
＊７月１０日（金）までにポイント付きエントリーリストをネットエントリーページに掲載します。

メールアドレス：
１８，そ の 他

ishikawa2017jr@yahoo.co.jp

・試合規則などは、JTA テニスルールブック 2020 公式トーナメント関連規則にしたがいます。
・２０２０年３月３１日までに実施した大会のポイント参入後に発表した IOPJ ジュニアランキング
U12・U14・U16 の対象大会のポイントに基づき、ポイント付きエントリーリストを発表します。
前述のエントリーリスト等による異議申し立てはドロー会議までにお願いします。
・選手選考会議にて、シングルスで同順位の場合は抽選、ＤＡ選手リスト・予選選手リスト、予選
ドローを決定して選手選考会議翌日に発表します。ＯＯＰは予選前日までに発表します。
・本戦ドローの抽選は予選終了後、大会本部にて行い、ネットエントリーページに発表します。
その際ラッキールーザー順位も予選終了後に作成し発表します。（ラッキールーザーとは予選ファ
イナルで敗退した選手が本戦で欠場者が出た場合追加で出場できる資格です）
・申し込み締め切り後のウィズドロー（不参加）は参加費を徴収します。
・ウィズドロー届けは、問い合わせメールアドレスまで。なお、申し込み締め切り後の正当な
理由がないウィズドローは、ペナルティの対象となります。
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ＲＳＫ杯全国選抜ジュニアテニス石川県予選大会
（IPOJ 対象大会グレード J-5）

１，主
催
２，後
援
３，協
賛
４，主
管
５，大会役員
６，種
目
７，会
場
８，期
日

９，参加資格

１０，試合方法

石川県テニス協会
（株）北國新聞社
ダンロップスポーツ
石川県テニス協会強化・ジュニア委員会
トーナメントディレクター
紺谷 和生
レフェリー 栗原 孝行
U13 男子シングルス・U13 女子シングルス
小松末広運動公園テニスコート（砂入り人工芝１４面）
予選：２０２０年７月２４日（金）予備日７月２５日（土）
本戦：７月２５日（土）１Ｒ～ＱＦ，ＳＦ，順位決定戦１Ｒ
７月２６日（日）Ｆ，順位決定戦２Ｒ 予備日８月１日（土）辰口丘陵公園
８：１５～受付 （公式練習、試合開始時刻はホーページに発表します）
石川県在住でジュニア登録をした選手
（申込締切日までに登録者名簿が提出されており、名簿に記載されていること）
U13：2007 年 1 月 1 日以降に生まれた者
ドローサイズ：シングルス本戦 32 名（本戦 DA24 人予選勝ち上がり 8 人）
予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
本戦：１Ｒ～ＱＦ・順位決定戦２Ｒ：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
ＳＦ・Ｆ・順位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦）
：２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク

１１，使用球
１２，参加費
１３，申込方法

ダンロップ オーストラリアンオープン
本戦 DA24 名：3000 円、予選：2500 円（本戦勝ち上がり選手は追加 500 円）
ネットエントリーにて受け付けます。「石川県テニス協会ホームページ」からリンクされた
ネットエントリーページ https://jr.ishikawa-tennis.net にて申込期間内に申し込むこと。

１４，申込期間
１５，ドロー会議
１６，代表資格
１７，問い合わせ
１８，そ の 他

６月２７日（土）～７月６日（月）２０時必着
＊７月１０日（金）までに選手リストをホームページに掲載します。
選手選考会議７月１３日（月）２０：００～県協会事務局
この大会の男女それぞれ１位～６位は北信越大会の出場権を得る
メールにて受け付けます。電話での問い合わせはしないでください
メールアドレス： ishikawa2017jr@yahoo.co.jp
・試合規則などは、JTA テニスルールブック 2020 公式トーナメント関連規則にしたがいます。
・２０２０年３月３１日までに実施した大会のポイント参入後に発表した IOPJ ジュニアラン
キング U12・U14 の対象大会のポイントに基づき、ポイントを記載してエントリーリストを
発表します。
前述のエントリーリスト等による異議申し立てはドロー会議までにお願いします。
・選手選考会議にて、シングルスで同順位の場合は抽選、ＤＡ選手リスト・予選選手リスト、
予選ドローを決定して選手選考会議翌日に発表します。ＯＯＰは予選前日までに発表します。
・本戦ドローは予選終了後に作成し，ネットエントリーページに発表します。その際ラッキー
ルーザー順位も予選終了後に作成し発表します。（ラッキールーザーとは予選ファイナル
で敗退した選手が本戦で欠場者が出た場合追加で出場できる資格です）
・申し込み締め切り後のウィズドロー（不参加）は参加費を徴収します。
・ウィズドロー届けは、問い合わせメールアドレスまで。なお、申し込み締め切り後の
正当な理由がないウィズドローは、ペナルティの対象となります。
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石川県高等学校１年生大会

（IPOJ 対象大会グレード J-4）
１，主
催
石川県テニス協会
２，後
援
（株）北國新聞社
３，協
力
石川県高等学校体育連盟テニス専門部
４，協
賛
ダンロップスポーツ
５，トーナメントディレクター 紺谷 和生 レフェリー 宮田 佳恵
６，会
場
辰口丘陵公園テニスコート
７，期
日
２０２０年８月１日（土）～８月２日（日）
８：００受付９：００試合開始
８，種
目
石川県内高等学校１年生男女
９，参加資格
石川県内高等学校１年生男女で県テニス協会ジュニア登録者
１０，試合方法
１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
１１，使用球
ダンロップフォート
１２，参加費
２,４００円
１３，申込先
高体連加盟選手は学校一括で金沢大学附属高校 金森 久貴まで
申し込むこと
高体連に加盟していない選手は
石川県テニス協会 強化・ジュニア委員会
メール：ishikawa2017jr@yahoo.co.jp
＊メールでの受付した場合返信いたしますが同じ日にエントリーされ
た場合も数日かかることもございます。
１４，申込期間
２０２０年７月１１日（土）～７月２０日（月）
＊７月２２日（水）～２４日（金）に選手リストをホームページに掲
載します。
＊ドロー会議７月２７日（月）２０：００～県協会事務局
１５，そ の 他
・試合規則などは、日本テニス協会トーナメント規則による。
・競技中における疾病、傷害などの応急処置（治療の経費は個人負担）
は主催者で行うが、その後の責任は負わない。
・申し込み期限後の不参加については参加料を徴収します。
・ドロー表は前日までに石川県テニス協会ホームページに掲載しま
す。
・ＩＯＰＪに登録している選手は登録番号を記載してください。
・申し込み締め切り後のウィズドロー（不参加）は参加費を徴収し
ます。
・ウィズドロー届けは、問い合わせメールアドレスまで。なお、申
し込み締め切り後の正当な理由がないウィズドローは、ペナルティ
の対象となります。

2020/6/8 発表

Ｕ１８ジュニアチャレンジャーテニス大会

（IPOJ 対象大会グレード J-5）
１，主
催
石川県テニス協会
２，後
援
（株）北國新聞社
３，協
力
石川県高等学校体育連盟テニス専門部
４，協
賛
ダンロップスポーツ
５，トーナメントディレクター 紺谷 和生 レフェリー 宮田 佳恵
６，会
場
8/8（土）城北市民テニスコート（砂入り人工芝１２面）
8/8（土）9（日）西部緑地公園テニスコート（砂入り人工芝１３面）
７，期
日
２０２０年８月８日（土）男子：城北市民 7:00 受付 8:00 試合開始
女子：西部緑地 8:00 受付 9:00 試合開始
８月９日（日）男女勝ち残り：西部緑地 8:00 受付 9:00 試合開始
予備日８月１５日（土）西部緑地公園
８，種
目
Ｕ１８男女シングルス
９，参加資格
石川県内高等学校１、２年生男女で県テニス協会ジュニア登録者
石川県内高等学校３年生男女
＊前年度県高校新人大会シングルスベスト 8 以上の選手は出場できない。
１０，試合方法
１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
１１，使用球
ダンロップフォート
１２，参加費
２,４００円
１３，申込先
高体連加盟選手は学校一括で金沢大学附属高校 金森 久貴まで申し込むこと
高体連に加盟していない選手は
石川県テニス協会 強化・ジュニア委員会
メール：ishikawa2017jr@yahoo.co.jp
＊メールでの受付した場合返信いたしますが同じ日にエントリーされた場合も数日
かかることもございます。
１４，申込期間
２０２０年７月１１日（土）～７月２０日（月）
＊７月２２日（水）～２４日（金）に選手リストをホームページに掲載します。
＊ドロー会議７月２７日（月）２０：００～県協会事務局
１５，そ の 他
・試合規則などは、日本テニス協会トーナメント規則による。
・競技中における疾病、傷害などの応急処置（治療の経費は個人負担）は主催者で行
うが、その後の責任は負わない。
・申し込み期限後の不参加については参加料を徴収します。
・ドロー表は前日までに石川県テニス協会ホームページに掲載します。
・ＩＯＰＪに登録している選手は登録番号を記載してください。
・申し込み締め切り後のウィズドロー（不参加）は参加費を徴収します。
・ウィズドロー届けは、問い合わせメールアドレスまで。なお、申し込み締め切
り後の正当な理由がないウィズドローは、ペナルティの対象となります。

2020/6/8 付け発表

JOC ジュニアオリンピックカップ石川県大会
兼

国体少年選考会（IPOJ 対象大会グレード J-8）

１，主

催

石川県テニス協会

２，後

援

（株）北國新聞社

３，協

賛

ダンロップスポーツ

４，主

管

石川県テニス協会強化・ジュニア委員会

５，大会役員

トーナメントディレクター

６，種

目

U18 男子シングルス・U18 女子シングルス

紺谷

和生

レフェリー

７，会

場

西部緑地公園テニスコート（砂入り人工芝１３面）

８，期

日

予選：２０２０年８月１５日（土）予備日８月１６日（日）

栗原

孝行

本戦：８月２９日（土）１Ｒ～ＱＦ，ＳＦ，５位決定戦１Ｒ
８月３０日（日）Ｆ，３位決定戦，５位決定戦２Ｒ
８：００～受付
９，参加資格

予備日８月３１日

（公式練習・試合開始時刻はホームページに発表します）

・石川県在住でジュニア登録をした選手
・石川県高等学校体育連盟テニス部に加盟する高校２年生、１年生は石川県
テニス協会ジュニア登録をした選手
・石川県高等学校体育連盟テニス部に加盟する高校３年生の選手
＊上記選手でかつ U18：2002 年 1 月 1 日以降に生まれた者

１０，試合方法

ドローサイズ：シングルス本戦 32 名（本戦 DA24 名

予選勝ち上がり 8 人）

予選：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
本戦：１Ｒ～ＱＦ・７位８位決定戦
：１セットマッチ（６ゲームズオール後タイブレーク）
ＳＦ・Ｆ・３位決定戦・５位決定戦１Ｒ（６位内北信越代表決定戦）
：２タイブレークセット，ファイナル１０ポイントマッチタイブレーク
第２代表決定戦（国体選手決定戦）
：８ゲームズオール後タイブレーク（セミアドバンテージ方式）
１１，使用球

ダンロップ

オーストラリアンオープン

１２，参加費

本戦 DA24 名

１３，申込方法

ネットエントリーにて受け付けます。「石川県テニス協会ホームページ」からリンクされたネットエント

3000 円，予選 2500 円（本戦勝ち上がり選手は追加 500 円）

リーページ https://jr.ishikawa-tennis.net にて申込期間内に申し込むこと。
１４，申込期間

７月２５日（土）～８月３日（月）２０時必着
＊８月７日（金）までに選手リストをホームページに掲載します。

１５，ドロー会議

選手選考会議８月１０日（月）２０：００～県協会事務局

１６，代表資格

この大会の男女それぞれ１位，２位は国体少年の部代表選手となります。

１７，問い合わせ

メールにて受け付けます。電話での問い合わせはしないでください

１位～６位は北信越大会の出場権を得ます。
メールアドレス：
１８，そ の 他

ishikawa2017jr@yahoo.co.jp

・試合規則などは、JTA テニスルールブック 2020 公式トーナメント関連規則にしたがいます。
・２０２０年３月３１日までに実施した大会のポイント参入後に発表した IOPJ ジュニアランキン
グ U12・U14・U16・U18・石川県高体連テニス部シングルスのポイントランキングに基づき、
ポイントを記載してエントリーリストを発表します。
前述のエントリーリスト等による異議申し立てはドロー会議までにお願いします。
・選手選考会議にて、シングルスで同順位の場合は抽選、ＤＡ選手リスト・予選選手リスト、予選
ドローを決定して選手選考会議翌日に発表します。ＯＯＰは予選前日までに発表します。
・本戦ドローは予選終了後に作成し，予選終了後翌日以降に発表します。その際ラッキールーザー順位
も予選終了後に作成し発表します。（ラッキールーザーとは予選ファイナルで敗退した選手が本戦で
欠場者が出た場合追加で出場できる資格です）
・申し込み締め切り後のウィズドロー（不参加）は参加費を徴収します。
・ウィズドロー届けは、問い合わせメールアドレスまで。なお、申し込み締め切り後の
正当な理由がないウィズドローは、ペナルティの対象となります。

