
         

 

 

 

平成１4 年度 

第 77 回 全日本テニス選手権大会 
ALL JAPAN TENNIS CHAMPIONSHIPS 

開 催 要 項 
 

０１．名   称  第７７回全日本テニス選手権大会 

   

０２．大会構成 

    （１）主   催  財団法人 日本テニス協会 

    （２）後   援  東京都／臨海副都心まちづくり協議会 

    （３）協   賛  株式会社ＮＴＴドコモ 

株式会社日本ダンロップ／キヤノン販売株式会社／新光証券株式会社 

ダイワ精工株式会社／マイクロソフト株式会社／エビアン 

        （４）運営 主管  関東テニス協会 

    （５）運営  協力   日本女子テニス連盟／全日本学生テニス連盟／関東学生テニス連盟／ 

関東学生庭球同好会連盟 

                

０３．期    日 （１）本戦；平成１4 年１１月 17 日（日）～１１月 24 日（日）  

（２）予選；平成１４年１１月 13 日（木）～16 日（土） 

          ＊上記はいずれも天候等の事情により変更されることがあります。 

 

０４．会    場  有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート（ハードコート） 

          〒135-0063  東京都江東区有明２－２－２２ 

          ＊予選初日から会場内に臨時電話・FAX を設置します。（現在は№未定） 

 

０５．種目およびドローの規模と構成 

（１） 本戦（男女とも） 

   

合計 DA-1 DA-2 QA QB QC WC
単（名） 48 30 3 6 3 3 3
複（組） 32 18 3 6 3 － 2
混合複 16 15 － － － － 1  

（注）★DA-1：Direct Acceptance-1  ＪＯＰランキング上位者 

   ★DA-2：Direct Acceptance-2  男女それぞれの賞金総額が 100 万円以上の 

地域選手権大会優勝者 

     ★QA：Qualifier-A   A 予選（DA-1 になれなかったＪＯＰランキング上位による予選） 

勝ち抜き者 

   ★QB：Qualifier-B   B 予選（賞金はないがプロ／アマをオープ化した地域選手権優勝者

による予選）勝ち抜き者 

★QC：Qualifier-C   C 予選（都道府県予選優勝者による予選）勝ち抜き者（単のみ） 

     ★WC：Wild Card   主催者に推薦された者 

 

  （２）予選（男女とも） 

合計 DA WC 備考
A予選 ４８名 ４４名 ４名 ６名が本戦へ
B予選 ６名 － － ３名が本戦へ
C予選 ４７名 － － ３名が本戦へ
A予選 ２４組 ２１組 ３組 ６組が本戦へ
B予選 ６組 ６組 － ３組が本戦へ

単

複
 

  （注）★DA：Direct Acceptance  ＪＯＰランキング上位者 

     ★WC：Wild Card      主催者に推薦された者 



 

０６．競技方法 

  （１）トーナメント方式      ただし、男女単本戦については、第９～第１６シード選手は３

回戦から、第１～第８シード選手は４回戦からプレーすること

になります。 

（２）試合方法  ①男子単複   予選および本戦の準々決勝戦までは、全試合「ザ・ベスト・オ

ブ・３タイブレークセット」、準決勝戦からは、５セットマッ

チで、第１～第４セットまではタイブレークセット、ファイナ

ルセットは延長セット方式を採用します。 

②女子単複   予選および本戦の準々決勝戦までは、全試合「ザ・ベスト・オ

ブ・３タイブレークセット」、準決勝戦からは、第１～第２セ

ットまではタイブレークセット、ファイナルセットは延長セッ

ト方式を採用します。 

           ③混合複    全試合３セットマッチとし、ファイナルセットは「タイブレ 

ーク決戦方式」を採用します。 

  （３）審判方法  ①予選   ＳＣＵ方式 

           ②本戦   ラインアンパイアがつきます 

  （４）競技規定  「コートの友０２年度版」第三部「トーナメント競技規程」および「倫理規程」 

を適用します。 

 

０７．使用球     ダンロップ フオート （財団法人日本テニス協会公認球） 

           ＊予選は１試合３ヶ、７･９ゲームでチェンジ 

           ＊本戦は１試合４ヶ、７･９ゲームでチェンジ 

 

０８．賞金総額と   賞金総額  ２６,０００,０００ 

   その配分    男子賞金額 １２,５００,０００ 

           女子賞金額 １２,５００,０００ 

           混合ダブルス １,０００,０００ 

 

  （１）優勝杯   天皇杯  男子シングルス 

           秩父宮楯 女子シングルス 

           摂政宮杯 男子ダブルス 

           朝吹杯  女子ダブルス 

           ＪＴＡ杯 混合ダブルス 

            ※各種目にＪＴＡレプリカが授与されます。 

 

  （２）賞金ブレークダウン 

           

順位 シングルス ダブルス ミックス
優勝 2,100,000 675,000 290,000

準優勝 1,100,000 337,500 145,000
ベスト４ 585,000 176,250 84,500
ベスト８ 300,000 98,750 45,000
４R敗者 200,000 56,250 27,000
３R敗者 125,000 33,750 ―――――
２R敗者 85,000 ――――― ―――――
１R敗者 50,000 ――――― ―――――  

 

  （３）その他  （１）本大会男子優勝者は、次年度のデ杯選手に推薦され、 

AIG JAPAN OPEN のワイルドカードが与えられます。  

（２）本大会女子優勝者は、次年度のフェド杯選手に推薦され、 

東レ PPO のワイルドカードが与えられます。 

 

 

 



 

０９．ランキング・ポイント 

（１）  戦績に応じ、ＪＴＰ（日本テニスツアーポイント・Japan Tennis Tour Point）表 

のグレード１０に従ってＪＴＰが配分されます（「コートの友０２年版」２１９ページ）。 

（２） 上記で配分されたＪＴＰは、１０倍されて当該月度のＪＯＰランキングに反映されます。 

 

１０．参加資格  日本国籍を有し、ＪＴＡの加盟または傘下団体である都道府県テニス協会、全日本学

生テニス連盟、全国高等学校体育連盟テニス部、社団法人全国高等専門学校体育協会

テニス部、全国中学校テニス連盟団体のいずれかに所属し、ＪＴＡに選手登録をして

いる者。 

         ２．外国人で、当年度大会トーナメント要項に記載された参加申込み締切日までに、

引き続き３６ヶ月以上日本に在住し、加えて、当大会選手選考日より過去１年間

に、ＪＴＴ大会に２大会以上出場している者。 

         ３．外国人で、プロフェッショナル選手を除く、１８歳以下の者。 

         ４．外国人で、当年度大会トーナメント要項に記載された参加申込み締切日までに、

引き続き１２ヶ月以上日本に在住し、大学、または専門学校に在籍している者。 

（「コートの友０２年版」１４０ページ）。 

 

１１．参加料 

   （１）単複本戦  それぞれ１５,０００円（予選はそれぞれ８,０００円） 

   （２）混合複   １２,０００円 

            ※各種目とも、大会会場で試合前にお支払いください。 

            ※本戦出場者は差額をお支払い下さい。 

１２．申込方法 

（１） 方法 

    ① 所定の申込用紙に必要事項を漏れなく記載し、２００２年度の選手登録書コピーを添付して

簡易書留（選手の方々の申込の証明となります）で郵送してください。 

    ② 記載事項に偽りがあったり、必要な記載事項が漏れている場合は、出場できなくなることが

ありますので、重々ご注意ください。 

    ③ 複（混合も含む）については、ペア各自の申込書が必要です（２枚必要）。 

    ④ 選手選考結果通知のため、申込みの際、返信用封筒（Ｂ５サイズ、21.7 ㎝×27.8 ㎝）に 

申込み者自身の宛先を明記の上、１４０円切手を貼って同封して下さい。 

（返信用封筒が同封されていない場合は通知できませんので、くれぐれもご注意下さい）。 

    ⑤ ホームページ（http://www.tennis.or.jp/alljapan/）にも掲載致しますのでご参照下さい。 

   （２）申込締切日  平成 14 年１０月２１日（月）必着 

（３）申込先    ※プロフェッショナル選手・・・財団法人日本テニス協会 

          ※アマチュア選手・・・・・・・所属の地域テニス協会 

 

１３．選手選考 

   （１）選考会期日  平成１４年１０月２４日（木）１３時より岸記念体育会館内会議室に於いて 

選考委員会を開き決定します。 

※ＪＯＰランキングは選考会当日までに発表されているランキングを使用し

ます。 

   （２）結果等の通知 選考結果については、選手リストおよびその他必要な諸情報とともに、返信 

用封筒にて通知します。 

尚、選考結果はホームページ（http://www.tennis.or.jp/alljapan/）にも 

掲載致しますのでご参照下さい。 

   （３）選考委員    各地域テニス協会代表、ディレクター、アシスタントディレクター、 

レフェリー、強化本部長、ジュニア委員長、全日本学生テニス連盟、 

佐藤敏夫、姫井義也 

 

１４．ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ   東京ベイ有明ワシントンホテル ３階 「アイリス」 

  平成１４年１１月１８日（月）１８；３０～ 

          〒135-0063 東京都江東区有明３－１  TEL：03－5564－0111（代表） 

 

１５．ＴＶ放映  ＮＨＫ（教育テレビ）にて放映の予定 

 



 

１６．宿泊案内  別紙通りオフィシャルホテル「有明ワシントンホテル（他）」のご用意があります。 

各自にて下記までお申込み下さい。（オフィシャルホテルには、オーダーオブプレーを

掲示致します。有明ワシントンホテルでは、翌日の練習コート予約が可能です。） 

        【申込み・問合せ先】 

          名鉄観光サービス株式会社 虎の門支店 

          〒105－0001 東京都港区虎ノ門 1－16－17（虎ノ門センタービル１F） 

          「第７７回 全日本テニス選手権大会宿泊斡旋」係 

           担当；林・新井・宮崎  TEL：03－3503－4151 FAX：03－3503－4150 

 

１７．大会日程 

（１） 予選 Ｒ→回戦 

各日10；00am 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 サインインと

試合開始予定 （水） （木） （金） （土） （日） ドローの日時

男子単A予選 - １R 準決勝 決勝 予備日 11月13日（水）13；00～16；00

男子単B予選 - - 決勝 予備日 - 11月14日（木）13；00～16；00

男子単C予選 - １・２R 準決勝 決勝 予備日 11月13日（水）13；00～16；00

男子複A予選 - - １R 決勝 予備日 11月14日（木）13；00～16；00

男子複B予選 - - １R 決勝 予備日 11月14日（木）13；00～16；00

女子単A予選 １R 準決勝 決勝 予備日 - 11月12日（火）14；00～18；00

女子単B予選 - - 決勝 予備日 - 11月14日（木）13；00～16；00

女子単C予選 １・２R 準決勝 決勝 予備日 - 11月12日（火）14；00～18；00

女子複A予選 - １R 決勝 予備日 - 11月13日（水）13；00～16；00

女子複B予選 - - 決勝 予備日 - 11月14日（木）13；00～16；00

★サインイン締切後ドローを行います。 

★サインイン、ドロー共場所は大会会場競技本部です。 

 ただし、女子シングルスＡ予選・女子シングルスＣ予選のサインインは、有明ワシントンホテルトーナ

メントカウンターで、１４時～１８時で行います。同種目のサインインは、本人からレフェリーへの直

接のテレフォンサインインを受け付けます。なお、電話番号は選手選考通知にて発表予定です。 

 

（２） 本戦 ＱＦ→準々決勝、ＳＦ→準決勝、Ｆ→決勝、10；00、11；00 は開始予定時刻（am） 

11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

１０；００ １０；００ １０；００ １０；００ １０；００ １０；００ １１；００ １１；００

男単 - 1R 2R 3R 4R QF SF F 予

男複 - 1R 1R 2R QF SF - F

女単 １Ｒ 2R 3R 4R QF SF F - 備

女複 - 1R 1R 1R 2R QF SF F

混合 - 1R 1R 1R QF SF F - 日
①ドロー作成予定日 

男子単複、女子複、混合複→１１月１７日（日）15；00（予定）競技本部にて 

女子単→１１月１６日（土）15；00（予定）競技本部にて 

②混合複補欠のサインインは、１１月１３日（水）より 13；00 より１１月１７日（日）14；00 まで、

競技本部で受付します。 

 

★ 上記スケジュールは、予選・本戦共・ＮＨＫ放映並びに天候等の都合で変更される場合があります。 

 

１８．ドーピング 本大会ではドーピング検査を行います。指名された場合、選手は拒否できません。 

 

１９．役  員  トーナメント・ディレクター    本井 満 

         トーナメント・レフェリー     川廷 尚弘 

 

２０．そ の 他  本要項記載事項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。 

                                            以上 


