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開 催 要 項 
 
01．名  称 

 

02．構  成 

(1)主  催 

(2)後  援 

(3)特別協賛 

(4)協  賛 

 

   

 

(5)協  力 

 

03．運営協力 

 

 

 

04．期  日 

 

 

 

05．会  場 

 

 

06．使 用 球 

 

橋本総業 全日本テニス選手権 89th  The 89th All Japan Tennis Championships 2014 

 

 

公益財団法人 日本テニス協会 

東京都／一般財団法人 上月財団／読売新聞社 

橋本総業株式会社 

ダンロップスポーツ株式会社／株式会社ダンロップスポーツマーケティング／ 

積水化学工業株式会社／TOTO 株式会社／ダイキン工業株式会社／ 

日立アプライアンス株式会社／三菱電機株式会社／日本生命保険相互会社／ 

一般社団法人 GS チャレンジ財団 

株式会社ラルム 

 

関東テニス協会／公益社団法人日本プロテニス協会／公益社団法人日本テニス事業協会 

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 

 

(1)本戦：平成 26 年 11 月 2 日(日)～11 月 9 日(日) 

(2)予選：平成 26 年 10 月 31 日(金)～11 月 2 日(日) 

※本戦・予選ともに天候等の事情により変更されることがあります 

 

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 ※予選初日から臨時電話を設置 

 

ダンロップ フォート（公益財団法人日本テニス協会公認球) 

※予選は 1 試合 3 球 9・11 ゲームでチェンジ、本戦は 1 試合 4 球 7･9 ゲームでチェンジ 

 

07．種目およびドローの規模と構成 

(1)本戦 

 合計 DA Q WC 

男子シングルス 32 名 24〜28 名 4 名 0〜4 名 

男子ダブルス 16 組 9〜16 組 ― 0〜7 組 

女子シングルス 32 名 24〜28 名 4 名 0〜4 名 

女子ダブルス 16 組 11〜16 組 ― 0〜5 組 

混合ダブルス 8 組 7〜8 組 ― 0〜1 組 

(注) DA：Direct Acceptance 

Q：Qualifier-A 

WC：Wild Card 

JTA ランキング上位者 

予選勝ち抜き者 

主催者に推薦された者 

・男女シングルスは、東日本選手権と西日本選手権の優勝者を含む 

・男女ダブルスは、賞金 100 万円以上の地域選手権（男子は東北・北信

越・関東・東海・関西、女子は東北・関東・東海）の優勝者を含む 

★シングルス：東日本・西日本選手権で優勝された選手は必ず申込くだ

さい。WC の繰り上がりはございませんので、ご注意ください。 

★ダブルス：男子(東北・北信越・関東・東海・関西)、女子(東北・関東・

東海)で優勝していない上位入賞者は、WC の選考をする場合がありま

すので、出場意思のある選手は必ず申込をしてください。 
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  (2)予選（男女別） 

 合計 DA WC 備考 

男子シングルス 32 名 24〜28 名 0〜4 名 4 名が本戦に 

女子シングルス 32 名 24〜28 名 0〜4 名 4 名が本戦に 

(注) DA：Direct Acceptance 

WC：Wild Card 

本戦に入れなかった JTA ランキング上位者 

主催者に推薦された者 

 

08．競技方法 

(1)トーナメント方式 

(2)試合方法 

■本戦 

男女単複：「ザ･ベスト･オブ･3 タイブレークセット」を採用 

混 合 複：「ノーアド・ファイナルセット 10 ポイントマッチタイブレーク方式」を採用 

■予選 

男 女 単：「ザ･ベスト･オブ･3 タイブレークセット」を採用 

  (3)審判方法 

全試合アンパイアを配置。（ただし、予選 1 回戦はセルフジャッジ方式） 

  (4)競技規定 

JTA テニスルールブック 2014、第 2 部「公式トーナメント競技規則」、第 3 部「公式トーナメントコー

ドオブコンダクト」を適用。 

 

09．賞金総額と配分 

(1)賞金総額    26,560,000 円 

男子賞金額 13,080,000 円 

女子賞金額 13,080,000 円 

混合賞金額     400,000 円 

(2)優勝杯  男子シングルス  天皇杯 

女子シングルス  秩父宮妃記念楯 

男子ダブルス   摂政宮杯 

女子ダブルス   朝吹杯 

混合ダブルス   JTA 杯 

※各種目に JTA レプリカが授与されます。 

   (3)賞金ブレークダウン 

 男女シングルス 男女ダブルス 混合ダブルス 

優勝 

準優勝 

ベスト 4 

ベスト 8 

ベスト 16 

ベスト 32 

4,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

250,000 

140,000 

80,000 

500,000 

260,000 

141,000 

80,000 

40,000 

－ 

160,000 

80,000 

40,000 

20,000 

－ 

－ 

 

10．参加資格 

(1)日本国籍を有し、JTA（公益財団法人日本テニス協会）の加盟団体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、公益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 12 ヶ月以上日本

に在住し、中学、高校、大学または専門学校に在籍している者。 

(3)①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

本に在住している者。 

②外国人で、当大会選手選考日より過去 1 年間に、JTT 大会（今年は 3 大会開催予定）に 2 大会以上出場

している者（男子のみ）。 

(4)上記条件を満たしている場合であっても、他国のナショナル選手として活動しているものは除く。 
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11．ワンコイン制度 

  本大会は、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

度金 100 円を負担願います。 

 

12．参加料【各種目とも大会会場で試合前に支払うこと】 

(1)本戦 15,100 円 (参加料 15,000 円消費税込＋ワンコイン制度 100 円)  

(2)予選  8,100 円 (参加料 8,000 円消費財込＋ワンコイン制度 100 円) ※本戦出場の際は差額が必要です。 

 

13．申込方法 

(1)JTA プレーヤーゾーン URL：http://jta.tournamentsoftware.com/よりエントリーをして下さい。 

注 1：JTA プレーヤーゾーンのアカウントをお持ちの方は、ログイン名とパスワードを入力しログインして下

さい。ID とパスワードをお持ちでない方は、新規登録よりアカウント作成の上、ログインをお願いいた

します。ID やパスワードに関するよくあるご質問は http://faq.jta-tennis.net/faqs/よりご確認ください。

ID とパスワードの再発行は郵送にて対応しており、エントリー締切日当日に電話やメール等での受付は

できませんので、再発行が必要な方は、お早めにお問い合わせください。 

 

(2)大会リストより当大会を検索し、大会ページの「この大会にオンラインでエントリーする」ボタンをクリ

ックし、画面の指示に従ってエントリー手続きを完了させて下さい。 

 

(3)エントリーが完了すると通知メールが届きます。エントリー完了のメールを必ずご確認ください。 

注 2：一般ダブルスは、選手双方のエントリーが必要となり、互いをパートナーに指定するとエントリー成立

となります。 

 

※エントリーに関する各種締め切りは以下の通りです。 

 

＊オンラインエントリー期間：8 月 11 日（月）0:00 から 10 月 6 日（月）13:59 まで。締め切り厳守。 

＊オンラインウィズドロー期間：8 月 11 日（月）0:00 から 10 月 20 日（月）13:59 まで。これ以降はペナル

ティの対象となります。オンライン受付停止以降に出場を取りやめる場合は、ウィズドロー届、必要に応じ

て診断書またはメディカル評価報告書を、下記宛先に Fax にて送信してください。 

 

＜オンライン締め切り後、ウィズドロー届送付先 ※下記日程により送付先が異なります。＞ 

＊10 月 20 日（月）14:00 より 10 月 29 日（水）まで→日本テニス協会宛て：FAX 03-3467-5192 

＊10 月 30 日（木）以降→全日本選手権大会レフェリールーム宛て：FAX 03-3529-4906 

 

  ＜JTA プレーヤーゾーンに関する問い合わせ先＞ 

    JTA（日本テニス協会 プレーヤーゾーンヘルプデスク TEL：042-505-6539（平日 10:00-17:00） 

 

★シングルス：東日本・西日本選手権で優勝された選手は必ず申込ください。WC の繰り上がりはございませ

んので、ご注意ください。 

★ダブルス：男子(東北・北信越・関東・東海・関西)、女子(東北・関東・東海)で優勝していない上位入賞者

は、WC の選考をする場合がありますので、出場意思のある選手は必ず申込をしてください。 

 

14．選手選考 

(1)選考会：平成 26 年 10 月 10 日（金）13 時（予定)より選考委員会を開き決定します。なお、JTA ランキン

グは、エントリーアクセプタンス時に発表されている 9 月 30 日（火）発表の最新 JTA ランキングを使用

します。 

(2)結果等の通知：選考結果・選手リストならびにその他必要な諸情報は JTA の HP「選手の方へのお知らせ」

に発表しますので、必ず確認をして下さい。http://www.jta-tennis.or.jp/index.html 

  (3)選考委員：ディレクター、アシスタントディレクター、レフェリー、アシスタントレフェリー 

JTA 強化本部長、JTA ツアー機構・事業推進本部長、全日本学生テニス連盟 

 

 

http://jta.tournamentsoftware.com/
http://faq.jta-tennis.net/faqs/
http://www.jta-tennis.or.jp/index.html
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15．宿泊案内 

別紙の通りオフィシャルホテル「有明ワシントンホテル」他の用意があります。 

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。） 

なお、今年よりウェブサイトからの予約も可能になりました。 

  試合結果によって宿泊の取り消しをしても、取消料が免除される 

「全日本テニス選手権 89th」お得な料金の宿泊案内・申込用紙はこちらから 

（※取消料の免除には一定の条件がございます） 

http://2mwt.net/mwt/najt89.htm 

 

【申込み・問合せ先】 

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-7-14（ビュレックス京橋 5 階） 

名鉄観光サービス株式会社 東京中央支店内 

「全日本テニス選手権 宿泊事務局」 担当：宮崎 

TEL：03-3535-3290 FAX：03-3535-3296 

 

16．レセプション 

11 月 3 日(月) 18:30～（予定） ＊選手は必ず参加すること。 

  東京ベイ有明ワシントンホテル ３階 「アイリス」 TEL：03-5564-0111 

 

17．TV 放映   NHK E テレにて放映予定 

女子シングルス決勝 11 月 8 日(土) 14:30～16:00 

男子シングルス決勝 11 月 9 日(日) 15:00～16:30 

 

18．アンチドーピング   

【ドーピング検査について】 

・本大会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会です。本大会参加者は、大会にエント

リーした時点で日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピング検査を受けることに同意したものとみなし

ます。 

・また、未成年者である本大会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実施について親権者

から同意を得たものとみなします。 

・本大会参加者は、本大会において行われるドーピング検査を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わな

い場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、

ドーピング防止規則違反となる可能性があります。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ド

ーピング防止規程に基づき制裁等を受けることになるので留意してください。 

・日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ･ドーピン

グ機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)にて確認してください。 

 

19．役員 

トーナメント・ディレクター    中西 伊知郎 

トーナメント・スーパーバイザー  川廷 尚弘 

トーナメント・レフェリー     松野 えるだ 

  トーナメント・アドバイザー    藤井 道雄 

 

  

http://2mwt.net/mwt/najt89.htm
http://www.playtruejapan.org/
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20．大会日程【下記日程は、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】 

Q→予選、QF→準々決勝、SF→準決勝、F→決勝  

 
10/31 

(金) 

11/1 

(土) 

11/2 

(日) 

11/3 

(月) 
11/4 

(火) 
11/5 

(水) 
11/6 

(木) 
11/7 

(金) 
11/8 

(土) 
11/9 

(日) 
11/10 

(月) 

練習開始時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:30 

予
備
日 

試合開始時間 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 

男子シングルス Q1R Q2R Q3/1R 1R 2R 2R QF QF SF F 

男子ダブルス   1R 1R 2R 2R SF SF  F 

女子シングルス Q1R Q2R Q3/1R 1R 1R/2R 2R QF SF F  

女子ダブルス   1R 1R 2R 2R  SF SF F 

混合ダブルス       QF SF  F 

 

21. サインイン・およびドローの作成日時 

(1)JTA プレーヤーゾーンからオンラインエントリーし、リストに名前がある予選本戦選手はサインインの 

必要がありません。 

 

(2)男女シングルス予選ドロー作成日時：10 月 30 日（木）11 時（予定） 

男子シングルス本戦および男女ダブルスドロー作成日時：11 月 1 日（土）11 時（予定） 

ミックスダブルスドロー作成日時：11 月 5 日（水）11 時（予定） 

※ミックスダブルスのみオンサイトサインインを 11 月 5 日（水）12:00～14:00 で受付いたします。 

上記ドローおよびオンサイトサインインはいずれも、有明コロシアムレフェリールームにて行います。 

 

22．その他 

(1)本大会期間中に生じる肖像権ならびに著作権は、すべて公益財団法人日本テニス協会に帰属します。これ

は大会期間中の写真のみならず、大会の宣伝となる記事・テレビ放映等をすべて含みます。 

 

(2)本大会期間中に、参加者に怪我、事故又は盗難などによって損害が生じたとしても、公益財団法人日本テ

ニス協会は一切責任を負いません。また、参加者の過失により、会場、他の参加者その他の第三者に損害

が生じた場合には、参加者はその損害の全部を賠償する責任を負います。 

 

(3)大会運営委員会は、参加選手に対して指定するファンサービス活動ならびに広報活動への参加協力を依頼

することがあります。その際はご協力をお願いいたします｡また、本大会期間中は、様々な大会プロモー

ションとイベントを予定しています。参加選手には、大会プロモーション活動に協力していただきますの

で、ご準備のほどをよろしくお願いします。 

 

(4)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。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


