２０２０田村杯冬季大阪ジュニアジュニアテニス選手権大会
日
１１月２９日 (日)
ＴＣコスパ神崎川
１２月 ５日 (土)
靭テニスセンター

１２月 ５日 (土)

程

表 ( １１歳・１３歳・１５歳 )
種

日程・会場

１１歳女子シングルス予選
１１歳女子シングルス予選
１３歳男子シングルス予選

ＴＣコスパ神崎川

１２月１２日 (土)
靭テニスセンター
１２月１２日 (土)
ＴＣコスパ神崎川

１２月１３日 (日)
靭テニスセンター

１２月１３日 (日)
ＴＣコスパ神崎川

１２月１９日 (土)
靭テニスセンター
１２月１９日 (土)
ＴＣコスパ神崎川
１２月２０日 (日)
靭テニスセンター
１２月２０日 (日)
ＴＣコスパ神崎川

１２月２８日 ～ ３０日
靭・コスパ神崎川

１～

８：４５集合

９ ブロック

１１：３０集合

１０ ～ １４ ブロック

８：４５集合

５～

９ ブロック

１０：３０集合

１～

４ ブロック

１２：００集合

１３歳女子シングルス予選

１ ～ １３ ブロック

１５歳男子シングルス予選

８～

１３：３０集合

９ ブロック

第１本部

８：４５集合

１０ ～ １１ ブロック

第２本部

８：４５集合

４～

５ ブロック

第１本部

１０：３０集合

６～

７ ブロック

第２本部

１０：３０集合

１～

３ ブロック

第２本部

１２：００集合

１１歳女子シングルス予選

１８ ～ ２４ ブロック

第１本部

１３：３０集合

１３歳男子シングルス予選

２０ ～ ２４ ブロック

８：４５集合

１３歳男子シングルス予選

１５ ～ １９ ブロック

１０：３０集合

１１歳男子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

１３：００集合

１１歳男子タブルス

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

１５歳男子シングルス予選

１６ ～ １８ ブロック

第１本部

１５歳男子シングルス予選

１２月 ６日 (日)

１０ ～ １７ ブロック

集合時間

１３歳男子シングルス予選

１５歳男子シングルス予選

靭テニスセンター

本部

１３歳男子シングルス予選

ＴＣコスパ神崎川

１２月 ６日 (日)

目

１３：３０集合
８：４５集合

１９ ～ ２０ ブロック

第２本部

８：４５集合

１５歳男子シングルス予選

１２ ～ １３ ブロック

第１本部

１０：３０集合

１４ ～ １５ ブロック

第２本部

１０：３０集合

１５歳女子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

第１本部

１２：３０集合

１５歳女子タブルス

Ｎｏ，１６ ～Ｎｏ，３２

第２本部

１３：００集合

１１歳男子シングルス予選

２０ ～ ２４ ブロック

８：４５集合

１１歳男子シングルス予選

１５ ～ １９ ブロック

１０：３０集合

１３歳女子シングルス予選

１４ ～ ２４ ブロック

１３：００集合

１５歳女子シングルス予選

９ ～ １６ ブロック

１５歳女子シングルス予選

１～

８：４５集合

８ ブロック

１０：３０集合

１５歳男子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

１２：３０集合

１５歳男子タブルス

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

１３：００集合

１３歳女子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，３２

８：４５集合

１１歳男子シングルス予選

８ ～ １４ ブロック

１１歳男子シングルス予選

１～

８：４５集合

７ ブロック

１１：３０集合

１３歳男子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

１３：００集合

１３歳男子タブルス

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

１１歳女子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

第１本部

８：４５集合

１１歳女子シングルス本戦

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

第２本部

８：４５集合

１５歳女子シングルス予選

１７ ～ ２０ ブロック

第１本部

１０：３０集合

２１ ～ ２４ ブロック

第２本部

１０：３０集合

１５歳男子タブルス

Ｎｏ，３３ ～Ｎｏ，４８

第１本部

１２：００集合

１５歳男子タブルス

Ｎｏ，４９ ～Ｎｏ，６４

第２本部

１２：３０集合

１３歳女子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

８：４５集合

１３歳女子タブルス

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

１０：００集合

１３：３０集合

１５歳男子シングルス予選

２１ ～ ２４ ブロック

８：４５集合

１５歳女子タブルス

Ｎｏ，３３ ～Ｎｏ，４８

１０：３０集合

１５歳女子タブルス

Ｎｏ，４９ ～Ｎｏ，６４

１１：３０集合

１３歳男子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，３２

８：４５集合

１１歳男子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，３２

９：３０集合

１５歳女子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，３２

８：４５集合

１５歳男子シングルス本戦

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，３２

９：３０集合

１１歳女子タブルス

Ｎｏ， １ ～Ｎｏ，１６

１２：００集合

１１歳女子タブルス

Ｎｏ，１７ ～Ｎｏ，３２

１２：３０集合

上記の残り試合

コロナウィルス対策により１１歳以下、１３歳以下は選手１人につき引率１名までといたします。当日参加確認書提出の
際に付き添いの方に目印のシールをお渡しします。
１５歳以下については引率は不可で送迎のみ可となりますが施設内の駐車場(有料除く)の利用はできません。学校等の
規則により引率が必須な場合、顧問の付き添いはできますが会場に入った際に必ず本部まで連絡ください。
靭テニスセンター西園

大会本部設置場所は８番コート付近、西２ゲート内
事務所 ０６－６４４１－６２１１

コスパ神崎川テニスクラブ

大会本部電話 ０８０－３８１２－４０３８ (大会期間中のみ)

大会本部設置場所は１１番コート横、本部棟前
事務所 ０６－６３０８－０９１７

大会本部電話 ０８０－３８１２－３３４２ (大会期間中のみ)

コロナウィルス対策の関係で密になりそうな日については本部を2カ所に分けて運営いたしますのでご協力お願いいたします。
この日程表をオーダーオブプレーとし集合時刻までに必ず大会本部に出席を届けてください。届出が遅れた場合は棄権となります。
但し公共交通機関による遅刻は電車の遅れの場合のみ認めることがありますが集合時間までに必ず大会本部へ連絡を入れ、電車の
延着証明を持参してください。（遅延の認められる時間については延着証明の内容と当日の進行状況により大会本部で判断いたします。）
予選が天候等により順延する場合は本戦の日程が延びることがありますので必ずホームページを確認してください。
今大会本戦ドローは当日抽選を行いません。前日までにスコアブックドローシステムで自動抽選し発表いたします。
シングルス準決勝・決勝、ダブルス決勝の日程につきましては試合の進行状況により変わりますのでホームページにて必ず確認してください。
天候等の理由で大会が終了しない場合は大会側として開催可能な上記以外の日程にて試合を行いますがその際の不可日の考慮はできませ
ん。
全カテゴリーシングルスベスト８、ダブルスベスト４より８ゲームプロセットとなります。

コロナウィルス対策を含め進行の説明等を別途注意事項に記載しておりますのでよく読んでください。
ドローの間違いについては１１月１２日（木）までにFAX（０６－６４５９－３７８４）かメール（ota-junior@otatennis.jp )でテニス協会まで連絡くださ
い。
期日中に連絡のない場合はドローは正しいものといたします。
１１月１９日（木）の時点で掲載されている日程、ドローが最終となりますので、変更、リドローがないかホームページにて各自で必ず確認くださ
い。
(１１月１８日までは仮日程表、仮ドローとなります。)
雨天中止の順延について
○○会場××日◇◇時集合の種目△△（☆ﾌﾞﾛｯｸ-★ﾌﾞﾛｯｸ）、この部分の進行が天候等の理由によって全く消化できずに順延となった場合は
成立しなかったものとし、この部分に限り当日出席を届けていなかった選手は失格とならず順延した日程で再度出場することができます。
成立しなかったものとし、この部分に限り当日出席を届けていなかった選手は失格とならず順延した日程で再度出場することができます。
該当する試合が1ポイントでも行われていれば大会は成立したものとし、時間内に出席を届けていなかった選手は全て失格となります。
※ただし本戦初戦の日についてはドロー抽選があるため天候に関わらず集合時間までに必ず大会本部へ出席を届けてください。
ディレクター

福井 一将

アシスタントディレクター

鈴木 将二 、

辻本 勝彦

レフェリー

海原 真弓

讃 井 知佳子

アシスタントレフェリー

影山 孝雄 、

、

靏井 直美

松本 峰子

、

林

俊

斎藤 宣孝 、

木村 政雄

、

前川

廣岡 知之 、

日本女子テニス連盟大阪府支部

、

山本 厚子 、

石川 富紀子
大会役員

敏

、

阪本 龍一

、

大 会 注 意 事 項
<選手・保護者へのお願い>
・当日 37.5 度以上の発熱がある場合は出場できません。
・11 歳以下、13 歳以下の付き添いは選手 1 名につき原則保護者 1 名までとなります。
15 歳以下、17 歳以下の付き添い、観戦は原則不可となります。送迎はできますが駐車場の利用はでき
ません。ただし学校規則等により付き添いが必須な場合は顧問 1 名のみ可とします。
(どの選手の付き添いかこちらで把握するため付き添いで来る方には当日本部にて名前シールをお渡し
します。必ず見えるところに貼ってください。)
・大会会場入りする選手、保護者ともに行政より『大阪府のコロナ追跡システム』への登録が義務付けされ
ておりますのでご協力お願いいたします。会場に QR コードを設置しております。
・会場内ではマスクの着用(試合中ははずしてください)をお願いいたします。あわせてこまめに手洗い、
除菌をおこなってください。
・待機、観戦についてはソーシャルディスタンスを十分に確保してください。また飲食の際は特に他の方と
の距離を確保するようお願いいたします。
・密を避けるため屋内の建物は休憩所として利用できません。
・観戦中は飛沫に気を付けて大きな声を出さないよう注意してください。
・試合が終わりましたら会場から速やかに退出お願いします。
<受付について(コロナウィルス対策)>
・密を避けるため大会本部が数カ所に分かれている場合がありますので注意してください。
・出席の受付の際に検温を行います。37.5 度以上熱がある場合は出場できません。
・体調の確認や連絡先を記載していただく『大会参加確認書』(ホームページ掲載、当日配布も可)を必ず
提出してください。なお当日記載の場合は共用を避けるため筆記用具を各自持参してください。
・ボール持ち帰り用の袋を希望する選手は本部でもらってください。またボールを持ち帰りたくない場合
は本部にて引き取ります。
・試合前に選手を集めての説明を今回は行いませんのでこの案内をよく読んでおいてください。
<試合進行について(コロナウィルス対策)>
・試合に入る際、必ず前の試合の選手２人が退出してからコートに入場してください。試合が終わった選
手は速やかにコートをはなれてください。
・各コートに除菌剤を用意しております。試合前、試合後に除菌、または手洗いを必ずしてください。
・試合前、後の握手は行わず挨拶のみとします。トスについても離れて行ってください。
・相手選手へボールを渡す際はなるべく手渡しせずにラケットを使って渡すよう心掛けてください。
・ダブルスの際のハンドタッチはせず、ラケットタッチにてお願いします。
・エンドチェンジについては両選手時計回りで移動し距離をとるようにしてください。
・スコアカードを使用するかどうかについては会場にて発表いたします。
・今大会すべての種目において表彰式は行いません。優勝、準優勝選手は試合終了後、忘れずにメダルと
賞状を本部で受け取ってから帰ってください。

<試合進行について>
・試合は 1 セットマッチ 6 オールタイブレークで行います。ただしシングルスベスト 8、ダブルスベスト 4 か
らは 8 ゲームズプロセットとなりますので追加エントリー料 1000 円を本部にて支払いください。
・大会の進行については大会本部前のボードにて行い、出席の届け出をした本部に試合のオーダーのプ
レートが掲示されます。呼び出しでの案内は原則いたしませんのでよく注意してください。
・対戦のプレートの上に書かれている選手が本部にボールを取りに来てください。
・試合の勝者は速やかに本部まで結果報告に来てください。「〇番の△△がスコア 6-◇です。」
・試合はセルフジャッジとなります。サーバーは必ず相手選手にわかるようカウントコールをしてください。
またジャッジについては自信のないボールについてはセーフ、はっきりとアウトとわかるボールのみアウ
トとしてください。
・選手同士ジャッジで揉めている、スコアがわからなくなった等ありましたら近くのロービングアンパイア、
または本部まで連絡ください。
・ドリンク、ラケット等をコート外から選手へ渡したい場合は必ずロービングアンパイアを通してください。
・ウェアについてはいつもの通りロゴの大きいものや多いものは着用できません。わからない場合は本部
で確認してください。
・具合が悪くなった場合や熱中症の疑いのある場合はすぐに本部に伝えてください。
<その他>
・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、協会事務局まで速やかに濃厚接
触者の有無等について報告してください。
・今大会に限らずスポーツの大会へ参加後 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、参加
前２週間の健康状態を記録した『健康記録表』の提出をお願いする場合があります。大会参加時に提出
の義務はありませんが選手の皆様には健康記録表を作成いただくようお願いいたします。
『健康記録表』につきましては大阪府テニス協会にて作成いたしましたフォーマットをホームページ
(http://www.otatennis.jp/publics/index/24/)にも掲載しておりますのでご利用ください。
・新型コロナウィルスの感染状況によってはこの「大会注意事項」を変更することがありますので試合の前
日に再度確認いただくようお願いいたします。

以上ご協力をお願いいたします。
大阪府テニス協会ジュニア委員会

< 参 加 確 認 書 >
大会注意事項を厳守し、2020 年田村杯冬季大阪ジュニア選手権大会に参加します。
(必ず、自署してください)
【選手】
日付 ：

年

月

日

選手氏名

保護者確認サイン

出場カテゴリー

歳以下 ( 男子 ・ 女子 )

( シングルス ・ ダブルス )

住所
連絡先(携帯電話番号)
☐ 当日朝の体温

度 (または受付時の検温)

【帯同者】
日付 ：

年

月

日

帯同者氏名（20 歳以上）
住所
連絡先(携帯電話番号)
☐ 当日朝の体温

度 (または受付時の検温)

※大会前 2 週間における以下の事項について、☑を入れてください。

☐
☐
☐
☐
☐
☐

咳、のどの痛みなど風邪の症状が無い
☐ 平熱を超える発熱が無い
味覚・嗅覚の異常が無い
☐ 体のだるさ、重く感じる、疲れ易さが無い
胸痛、息苦しさが無い
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が無い
同居する家族や身近な人に感染が疑われる方がいない
過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされている国、
地域への渡航または当該在住者との濃厚接触が無い

※すべての項目に☑が無い選手は出場できません。
大阪府テニス協会ジュニア委員会

