
1 期 日 2023年2月16日（木）～2月27日（月）　　　予備日2月28日（火）

2 会 場 那覇市漫湖公園市民庭球場（砂入り人工芝）

　　（沖縄県立奥武山庭球場　23日が予備日の場合はこちらを使用します）砂入り人工芝

3 試 合 方 法 トーナメント方式（3ドローはラウンドロビン（総当たり）

全試合2ショートセット（4-4後 7Pタイブレーク、ノーアドバンテージ方式）/ファイナルセットは7Pマッチタイブレーク

※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

4 種 目 ・ 日 程 単複申込の際、年齢のクロスオーバーはできません

※天候・参加数、その他止むを得ない理由により、日程・会場・試合方法を変更する場合があります

※ナイターを使用する場合があります

※エントリー数の都合により、初日が前後する場合と予備日を最初から使用する場合があります

※各種目ドロー数を越えた場合はランキングにより上位より選抜する場合があります

※ドロー数により、一日に3試合（2単1複、1単2複）を行う場合があります

35歳以上 1988/12/31以前 16/8

40歳以上 1983/12/31以前 16/8

45歳以上 1978/12/31以前 16/8

50歳以上 1973/12/31以前 16/8

55歳以上 1968/12/31以前 16/8

60歳以上 1963/12/31以前 16/8

65歳以上 1958/12/31以前 16/8

70歳以上 1953/12/31以前 16/8

75歳以上 1948/12/31以前 16/8

80歳以上 1943/12/31以前 8/-

85歳以上 1937/12/31以前 8/-

35歳以上 1988/12/31以前 8/8

40歳以上 1983/12/31以前 8/8

45歳以上 1978/12/31以前 16/8

50歳以上 1973/12/31以前 16/8

55歳以上 1968/12/31以前 16/8

60歳以上 1963/12/31以前 16/8

65歳以上 1958/12/31以前 16/8

70歳以上 1953/12/31以前 16/8

75歳以上 1948/12/31以前 8/8

単）2月16日（木）～2月17日（金） 単）2月20日（月）

＜ＩＴＦ World Tennis Masters Tour in Okinawa ワイルドカード選考大会＞

グレード：E1

各種目、優勝者には

ＩＴＦ World Tennis Masters Tour in Okinawa大会のワイルドカードが授与されます。

本大会はITFの大会ではありません

単）2月16日（木）～2月17日（金）
複）2月17日（金）～2月20日（月）

単）2月20日（月）
複）2月21日（火）

単）2月16日（木）～2月17日（金）
複）2月17日（金）～2月20日（月）

単）2月20日（月）～2月21日（火）
複）2月21日（火）～2月22日（水）

単）2月22日（水）
複）2月23日（木）奥武山

単）2月16日（木）～2月17日（金）
複）2月17日（金）～2月20日（月）

単）2月20日（月）
複）2月21日（火）

単）2月17日（金）～2月20日（月）
複）2月17日（金）～2月20日（月）

単）2月21日（火）
複）2月21日（火）

単）2月22日（水）～2月24日（金）
複）2月24日（金）～2月25日（土）

単）2月25日（土）
複）2月26日（日）

単）2月21日（火）～2月22日（水）
複）2月22日（水）～2月24日（金）

単）2月24日（金）
複）2月25日（土）

単）2月20日（月）～2月22日（水）
複）2月20日（月）～2月22日（水）

単）2月23日（木）奥武山
複）2月24日（金）

単）2月25日（土）～2月26日（日）
複）2月26日（日）～2月27日（月）

単）2月27日（月）
複）2月28日（火）

単）2月25日（土）～2月26日（日）
複）2月26日（日）～2月27日（月）

単）2月27日（月）
複）2月28日（火）

単）2月22日（水）～2月24日（金）
複）2月24日（金）～2月25日（土）

単）2月25日（土）
複）2月26日（日）

単）2月20日（月）
複）2月21日（火）

単）2月16日（木）～2月17日（金） 単）2月20日（月）

単）2月25日（土）
複）2月26日（日）

単）2月21日（火）～2月22日（水）
複）2月22日（水）～2月24日（金）

単）2月24日（金）
複）2月25日（土）

単）2月20日（月）～2月22日（水）
複）2月20日（月）～2月22日（水）

単）2月23日（木）奥武山
複）2月24日（金）

単）2月20日（月）～2月21日（火）
複）2月21日（火）～2月22日（水）

単）2月22日（水）
複）2月23日（木）奥武山

単）2月27日（月）
複）2月28日（火）

単）2月25日（土）～2月26日（日）
複）2月26日（日）～2月27日（月）

単）2月27日（月）
複）2月28日（火）

単）2月22日（水）～2月24日（金）
複）2月24日（金）～2月25日（土）

単）2月25日（土）
複）2月26日（日）

単）2月22日（水）～2月24日（金）
複）2月24日（金）～2月25日（土）

第15回沖縄オープン国際ベテランテニス選手権大会 実施要項

ベテランJOP対象大会

主催：沖縄県テニス協会

協力：SPORTS SUNRISE.COM

女子 年齢基準
ドロー数
(単/複）

ドロー数
(単/複）男子 年齢基準

日程（2月18日、19日、23日に
試合はありません）

予備日

日程（2月18日、19日、23日に
試合はありません）

予備日

単）2月25日（土）～2月26日（日）
複）2月26日（日）～2月27日（月）



5 参 加 料

お申し込み後、スポーツサンライズよりお送りする決済伝票で伝票記載の期限内に

お支払い下さい。

6 使 用 球 BabolaT Team All Court　（ITF/JTA公認級）　 （ボールチェンジはありません)

7 参 加 資 格 （公財）日本テニス協会解明の各都道府県テニス協会に加盟している者（外国籍の選手も参加可）

※ベテランJOPポイント希望の選手は、申込締切日までにJTAに登録をしてください。

8 申 込 締 切 日 1月２３日（月） 24:00 必着

9 申 込 方 法 ①インターネットでのお申込み http://www.jop-tennis.com/ にアクセス

ベテラン会員登録後、取得した会員番号、パスワードにてお申し込みください

※通知メールか「あなたのエントリー記録」又は「決済履歴情報」で必ずエントリーの確認をしてください

②FAXエントリー FAX：042-580-4602

所定の申込用紙（http://www.jop-tennis.com/ に掲載）に必要事項を記入頂き、 FAXでお送りください

FAX送信後は必ず電話にて到着確認をお願いします。　TEL：042-580-4601（平日10:00～16:00）

①②とも、お申し込み時にエントリー手数料がかかります。（手数料： 550円）

単複同時にエントリーいただいた場合は手数料は550円のみです。

お支払いはドロー発表後にお送りする決済伝票にてコンビニでお支払いください

（ダブルスの参加料については、代表者様へお送りします。）

11 キ ャ ン セ ル エントリーを取り消す場合は締切日までに FAX：042-580-4602 に届け出てください

FAX送信後は必ず到着確認のお電話をお願いします。（TEL：042-580-4601　平日10:00～16:00）

お電話・メールでのキャンセルはお受けできません。

※締切後のキャンセルは出来ません（欠場となり、お支払いが必要となります）

12 欠 場 締切日を過ぎた場合は欠場届となり、http://www.jop-tennis.com/でログイン後、「あなたのエントリー記録」

より欠場届を出してください。(インターネット経由での欠場届の提出になります）

13 ド ロ ー 発 表 ドロー、日程は2月3日（金）にJOP TENNIS.COM（http//www.jop-tennis.com)に掲載します

14 注 意 事 項 1) 本トーナメントはすべての選手を公平に扱います

2) 本要項はやむを得ない事情により変更することがあります

4) 試合進行等によりナイターとなる場合もありますので、了承ください。

5) 大会期間中の事故・負傷については応急処置をしますが、その他の一切の責任は負いません

6) ルール及び服装については《JTAテニスルールブック　2022》を適用します

7) 3ドローにおいて取得セット率が全選手同率の場合はタイブレークにて順位決めを行います

8)新型コロナウイルスの蔓延状況により大会中止、日程の延期などの可能性があります

9)日程表に記載の日が予備日となりますが、それ以降2月28日まで予備日となります

15 運 営 役 員

※大会当日連絡先は、ドロー発表の際に掲載します。

大会レフェリー：猪岡 綾次 ・Co 大嶺 和己 　　大会ディレクター：玉城 智

＜大会・お申し込みについてのお問い合わせ＞
SPORTS SUNRISE .COM
Mail：info@jop-tennis.com

 Tel：042-580-4601 Fax：042-580-4602 　（電話：平日10:00～16:00）

7,100円(エントリー手数料550円が別途かかります）100円はワンコイン


