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北國新聞社杯争奪
石川オープンテニス２０１１in金沢 開催要項
大会名称

北國新聞社杯争奪石川オープンテニス２０１１in金沢

主

催

石川県テニス協会・金沢市テニス協会・北國新聞社

公

認

財団法人日本テニス協会

後

援

金沢市・（財）石川県体育協会
金沢市教育委員会・金沢市体育協会・北信越テニス協会

協

賛

株式会社 ダンロップスポーツ

協

力

日本女子テニス連盟石川県支部・北信越学生テニス連盟

競技日程

男子単予選 平成２３年５月２１日（土）～２２日（日）
複予選 平成２３年５月２３日（月）
本戦 平成２３年５月２３日（月）～２８日（土） 予備日 ５月２９日（日）

男子単

5/21

5/22

5/23

5/24

5/25

5/26

5/27

5/28

5/29

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

(予選)

(予選)

１Ｒ

２Ｒ

３Ｒ

ＱＦ

SＦ

Ｆ

(予選)

１Ｒ

２Ｒ

ＱＦ

ＳＦ

Ｆ

男子複
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大会期間中の日程・会場及び試合方法は、天候等により変更される場合があります。
天候その他やむを得ない場合、夜間照明コートでプレーすることがあります。

大会会場

金沢市営城北市民テニスコート （砂入り人工芝 屋外１２面 夜間照明有り）
石川県金沢市松寺町酉９０番地１（ｔｅｌ ０７６－２３７－６０２８）
北陸自動車道 金沢東IC降りて約１分 金沢西IC降りて約１０分

使 用 球

ダンロップフォートイエロー （２球使用）
ボールチェンジ

９－１１（予選の８ゲームズプロセットを除く）

競技種目

本戦 男子単６４ドロー 男子複３２ドロー

競技方法

シングルス予選 トーナメント方式 ８ゲームズプロセット

（セルフジャッジ）

本戦 トーナメント方式 ベストオブ３タイブレークセットマッチ
（準決勝・決勝はＳＣＵ、シングルス決勝はボールパーソンを付ける。その他はセルフジャッジ）
※ 各セット６ゲームズオールタイブレーク
参加資格

JTA公式トーナメント管理規程第１１条による。
本大会の出場者（プロフェッショナル選手は除く）は（財）日本テニス協会選手登録（3,000円/年）が必要
です。

参 加 費

予選 6,100 円 本戦 12,100 円（参加料 予選６，０００円,本戦１２，０００円＋ワンコイン制度１００円）
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
１００円を負担願います。

賞

金

総

額

ブレークダウン

男子２００万円
トーナメント管理規程による。
男子

申込締切
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平成２３年４月1８日（月）２４：００まで
（注）締め切り日までに申込みをしなかったプレーヤーに対して、予選日の指定時刻に指定の場所で
本人がサインインした場合はトーナメント競技規程の規定に基づき予選出場の機会を与えます。

エントリー

お申込み先：（株）SPORTS SUNRISE.COM

方法

http://www.jop-tennis.com/よりネットエントリー （携帯サイトからもエントリーできます。）
・会員番号とパスワードでログイン ⇒ 大会名を選択 ⇒ お申込み ⇒ ペーパーレス決済
・会員番号をお持ちでない方は、会員規約をご確認後、新規会員登録をお願いします。
会員番号、パスワードはご登録いただいたメールアドレスへ通知されます。
・会員番号、パスワードをお忘れになった場合はTEL：042-580-4601までお問合せください。
・締切日を過ぎた場合はキャンセルできませんので予めご了承下さい。
（お支払い義務が発生します）
・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ができます(PCのみ)。
・FAX でのキャンセルは締切日までにFAX：042-580-4602まで、締切日以降の欠場は、
FAX：０７６-２９４-３３７２まで、それぞれ届け出てください。

お支払い方法 お支払いはペーパーレス決済のみとなります。（手数料一律：525円）
※ペーパーレス決済とはエントリー後に通知される「決済番号」を使って、コンビニ、
銀行、ゆうちょ銀行より、すぐにお支払いいただける決済方法です。
※従来のお振込み伝票は発行されませんのでご注意下さい。
※本戦出場選手は、差額を試合当日会場でお支払い下さい。
お支払い期日：締切日翌日24:00まで
選手選考

平成２３年４月２３日（土） 石川県テニス協会事務局
選考基準は、JTAトーナメント規程によります。

ドロー抽選

予選 予選初日サインイン締切（９：００）後（於：大会会場の運営本部）
本戦 平成２３年５月２２日（日）１５：００～ 城北市民テニスコート管理棟

ドロー発表

予選・本戦 大会会場に掲示します。

そ の 他

・本トーナメントは全てのプレーヤーを公平に扱います。
・本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。
・ディレクター 山本 昌毅

レフェリー 山本 藤乃

・大会情報の開示に必要な選手名、所属等をWEB、その他に掲載致します。
・申し込みの際の個人情報の管理に関しましては http://www.jop-tennis.com/ をご覧ください。
問い合わせ先

事務局 携帯 090-5172-0489

JOP TENNIS.COM のご案内
JOP TENNIS .COM( http://www.jop-tennis.com )は株式会社スポーツサンライズドットコムが運営するサイトです。
JOP TENNIS.COM は、選手の皆様に大会のエントリーからエントリー費の決済受付、また、インターネットによる情
報提供等のサービスを行っています。 http://www.jop-tennis.com/ には一般・ベテラン・ジュニアのサイトがあ
りご利用頂くにはそれぞれ会員登録（無料）が必要です。
【一般大会へのエントリーの流れ】

パソコンまたはモバイル
http://www.jop-tennis.com/
で会員登録＆エントリー

※会員登録は重複して行わないようにご注意下さい。

コンビニ・銀行
ゆうちょ銀行で
お支払

インターネット
で
ドローを確認

大会出場

1.会員登録をお願いします
まずは無料の会員登録をお願いします。登録後、会員番号とパスワードをメールにてご案内します。会員番号とパスワード
は大会にエントリーする時に必要ですので大切に保管してください。次回ご利用の際にはこの会員番号とパスワードをご利
用頂けますので再度会員登録の必要はありません。ご登録頂いたメールアドレスには情報のメール配信をいたします。

2.大会情報をご確認ください
JOP TENNIS .COM では各地で開催されている大会を御紹介しています。大会情報に NET マークのある試合が JOP
TENNIS.COM でエントリーができる大会です。詳細は各大会の大会要項で必ずご確認ください。

3.そのままネットエントリーできます
大会情報画面右上の「GO!ネットエントリー」から会員番号とパスワードを入力し、簡単にエントリーできます。ご登録の
メールアドレスにエントリー受付確認が配信されます。受付確認が配信されない場合は、エントリーが完了していませんの
でご注意ください。

エントリー内容を会員サービスのエントリー＆決済履歴情報にて必ずご確認お願いします。
4.コンビニ・銀行・ゆうちょ銀行でお支払い
ペーパーレス決済：エントリー毎に通知される「決済番号」でコンビニ、銀行、ゆうちょ銀行でお支払い頂け
る方法です。 エントリー後すぐにお支払い頂けます。
（予選にカットがある大会は、リスト発表後の発行、通知になります。
）
***ご注意*** 従来の決済伝票は郵送されませんのでご注意ください
※ご利用に際しましてはエントリー毎に手数料（525 円）がかかります。この手数料とエントリー費の合計がご請求額です。
（エントリー費は予選分のみですので本戦選手、及び予選勝者は差額を会場でお支払ください。
）
キャンセルは要項に記載のエントリー締切日までに FAX:042-580-4602 へ届け出てください。FAX 送信後に必ず、確認のお
電話を(TEL：042-580-4601 平日 10：00-17：00)お願いいたします。確認電話がない判読困難な FAX は責任を負いかねま
すのでご了承ください。

5.便利な会員専用無料サービス
ご登録いただいた内容は会員サービスの画面で変更できます。info@jop-tennis.com 又は TEL:042-580-4601(平
日 10:00-17:00)でも承ります。
（但しご登録されているご連絡先からに限らせていただきます。
）
個人情報保護について
株式会社スポーツサンライズ ドットコム（以下、当社といいます。）は、お客さまの個人情報やプライバシーを保護する事が、当社事業活
動において重要である事を認識し、それを尊守する事をお約束いたします。当社は、お客さまの氏名、住所、メールアドレス等の個人情報が、
お客様にとっての貴重なプライバシー情報であることを認識しています。当社の website は、お客様ご自身が個人情報を開示することなく閲覧
利用する事ができます。また、website を閲覧されただけでは、お客様の個人情報が収集される ことはありません。（ただし、お客様から個
人情報をご提供いただけない場合には、御利用いただけないサービスもあります）。当社の website で個人情報が必要な場合には、その旨を明
示し、 収集した個人情報の扱いについても、事前にお客さまが確認できる用意をいたします。
個人情報の利用について
お客様からご提供頂いた個人情報は、以下の何れかに該当する場合を除き、第三者へは開示いたしません。
• お客様の同意がある場合やお客様個人を識別することができない状態で開示する場合。
• 大会主催者へ必要事項を通知する場合。
• 弊社が有益と判断した斡旋情報の提供、大会情報やランキング通知等、サービスとして必要事項をメールや郵送等で送付する場合。
• あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している企業等の第三者へ業務委託等に必要な限度において開示する場合。
• 有料サービスのご利用や商品のご注文等で決済が必要な場合。
• 法令等により要求された場合。

6.会員登録の削除
会員登録の削除については、info@jop-tennis.com 又は TEL:042-580-4601(平日 10:00-17:00)へお申し出くだ
さい。（但しご登録されているご連絡先からに限らせていただきます。
）

