
2017 第 11 回 兵庫オープンベテラン室内テニス選手権大会開催要項 

【（財）日本テニス協会公認 テイジンベテラン JOP（Ｅ１）対象大会】 

1 主  催  一般社団法人 兵庫県テニス協会 

2 協  賛  ヨネックス㈱・㈱ダンロップスポーツマーケティング・東亜ストリング㈱・グローブライト㈱・㈱ノアインドアステージ・丸菱産業㈱・㈱コサナ  

（予定）  ・㈱インパクト・アメアスポーツジャパン㈱・ニホンターフメンテナンス㈱・ネッツトヨタ神戸株式会社・サーミット工業株式会社 

3 後  援  兵庫県・(公財)兵庫県園芸公園協会・三木市・三木市教育委員会・㈱神戸新聞社 

4 開催期日   2017 年 2 月 11 日(土)～2 月 19 日(日) 

5 会  場  三木総合防災公園屋内テニス場（ブルボンビーンズドーム） 三木市志染町三津田 1708 

6 コート   ハードコート９面（デコターフ 2）、駐車場は無料。 

種  目 男 子 女 子 

35 歳以上(1982/12/31 以前生まれ) 単・複 － 

40 歳以上(1977/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

45 歳以上(1972/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

50 歳以上(1967/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

55 歳以上(1962/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

60 歳以上(1957/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

65 歳以上(1952/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

70 歳以上(1947/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

75 歳以上(1942/12/31 以前生まれ) 単・複 単・複 

80 歳以上(1937/12/31 以前生まれ) 単・複 - 

85 歳以上(1932/12/31 以前生まれ) 単・複 - 

         ※各種目とも３名（組）の場合は、ラウンドロビン方式とする。 

7 参加資格  オープン（どなたでも参加できます。但し、ベテラン JOP ポイント取得希望者は（財）日本テニス協会の 2016 年度個人登録者並び

にプロフェッショナル登録者であること） 

8 使 用 球  ヨネックスＴＭＰ．８０ 

9 参 加 料  シングルス 1 人、ダブルス 1 組につき、それぞれ 8100 円（内 100 円は JTA ワンコイン制度基金に充当します） 

10 試合方法    トーナメント方式、各試合ともベストオブ 3 タイブレークセット/ファイナルセットは 

マッチタイブレーク（10 ポイント方式）。全種目ノーアドバンテージスコアリング方式。 

審判はセルフジャッジとし、ロービングアンパイアを配置します。 

11 申込方法   申込用紙に必要事項を記入の上、現金書留又は、参加料を下記口座に事前に振り込んだ上、 

「振込の控え」のコピーを参加申込書に同封してください。（振込控えのコピーがない申込書は受付できません）。ドローの郵送を希

望される方は、表に住所・氏名、裏に参加種目を記入の返信用封筒＜長 3 号 120ｃｍｘ235ｃｍ 92 円切手添＞を同封

してください。 

＊振込口座  ゆうちょ銀行 00900－5－302220 

  （他金融機関からの振込みの場合）店名「０九九（ゼロキュウキュウ）」 当座 「0302220」 

＊口座名義  シャ）ヒョウゴケンテニスキョウカイ 

       「大会実施要項･仮ドロー等」は兵庫県テニス協会ホームページからダウンロードできます。 

ＨＰアドレス 〔http://www.hyogo-tennis-as.oom/ 〕 

             申込先 〒651－2113 神戸市西区伊川谷町有瀬９６７－6 ハイツ・エフォート 101 号  

一般社団法人 兵庫県テニス協会・ベテランテニス大会事務局宛 TEL：078-974-7787  

12 申込締切  2017年１月 11日（水）必着（電話・FAX での申し込みは不可） 

13 そ の 他   トーナメントデイレクター：髙井千都子・レフェリー：實正美知子 

本大会は日本テニス協会発行、2016 年度「テニスルールブック」に基づいて行います。 

シードはドロー会議時点の最新のベテランＪＯＰで決定します。 

仮ドロー発送は 2017 年 1 月 31 日以降になります。 

所属変更があった方は、日本テニス協会に変更届を提出してからお申し込みください。 



※申し込みは1人1シングルス・1ダブルスとし、異なった年齢別種目には申し込みできません。

※必要事項を記入、または○で囲んでください。

シングルス

この申し込み用紙をもとに大会プログラムを作成します。誤りのないよう楷書でご記入ください。

フリガナ

氏　　名

　携帯電話：

　Ｅ－mail:

　　※登録番号の記入がない場合は、ＪＯＰポイントが付きません。

　　　　

男子  ・  女子

2017年第11回 兵庫オープンベテラン室内テニス選手権大会

シングルス申込書

歳以上

Ｌ

登録Ｎo．

登録Ｎo．

Ｇ

※申し込み締め切り、１月11日（水）

アマチュア

プロフェッショナル

本人現住所

生年月日

（年齢）
19　　年　 　月　 　日　（ 　　　 歳）

所属団体

　ＴＥＬ:　　　　（　　　　）　　　　　　　　ＦＡＸ:　　　　 （　　　　）

　〒

19　　年　 　月　 　日（ 　　　歳）

　団体名

　〒



※申し込みは1人1シングルス・1ダブルスとし、異なった年齢別種目には申し込みできません。

※ダブルスの申し込みは、1ペア1枚です。

※必要事項を記入、または○で囲んでください。

ダブルス

この申し込み用紙をもとに大会プログラムを作成します。誤りのないよう楷書でご記入ください。

フリガナ フリガナ

氏　　名 氏　　名

生年月日（年齢） 生年月日（年齢）

　TEL:　　　　　　（　　　） 　TEL:　　　　　　（　　　）

　FAX:　　 　　　（　　　） 　FAX:　　 　　　（　　　）

携帯電話 携帯電話

Ｅ－mail: Ｅ－mail:

団体名 団体名

〒 〒

TEL:　　　 TEL:　　　

FAX:　 FAX:　

※登録番号の記入がない場合は、ＪＯＰポイントが付きません。

※申し込み締め切り、１月11日（水）

プロフェッショナル

登録Ｎo Ｇ アマチュア 登録Ｎo

19　　年　 　月　 　日（ 　　歳） 19　　年　 　月　 　日（ 　　 歳）

　〒

所属団体 所属団体

本人現住所 本人現住所

　〒

2017年第11回 兵庫オープンベテラン室内テニス選手権大会

ダブルス申込書

Ｇ

Ｌ登録Ｎo

　　　歳以上

Ｌ プロフェッショナル 登録Ｎo

パートナー

男子　・　女子

本　人

アマチュア

　　　（　　　）

　　　（　　　）

　　　（　　　）

　　　（　　　）


