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日本語仮訳
2019 年 8 月からの ITF プロフェッショナルテニスの変更点 ― Q&A
（CHANGES TO PROFESSIONAL TENNIS, AUGUST 2019）

2019 年 5 月 23 日、ITF は ATP と WTA との間で男女プロテニスランキング制度を統一化
し、ITF ワールドツアーに ATP/WTA ランキングポイントを付与することに合意したと発表し
ました。 以下は、この変更について ITF が作成した Q&A を和訳したものです。
公益財団法人日本テニス協会

1.

2019 年 8 月からプロテニスのルールに変更が加えられるのはなぜですか？
それは、ATP、WTA、ITF がプロフェッショナルプレーヤーによるプレーの機会を増やし、男子
女子サーキットからプロレベル大会への道を歩むプレーヤーにとってのパスウェイをより明確に
する必要性を認識したからです。

2.

主な変更点は何ですか？
8 月 5 日以降に開始される大会
⚫ M15 と M25 の本戦に ATP ランキングポイントを付与。
⚫ W15 の本戦に WTA ランキングポイントを付与。
⚫ MW15MW25 の予選に ITF ランキングポイントを付与。
8 月 26 日以降に開始される大会
⚫ W25 シングルス本戦 R32 には WTA ランキングポイントを付与しない。
⚫ MW15MW25 の大会でコート数により予選 48 ドロー（48Q）を許可。
⚫ 8 日間の日程を許可（48Q の大会では必須）。 ・
⚫ MW15 の大会では 3 つのジュニアリザーブスポット。 他の大会ではリザーブスポットは無し。
⚫ ダブルスの受け入れ順は、すべての ITF 大会に対して単純化され一貫性のあるものとな
る。（MW15 大会でのシングルス出場の必要はない。）

ランキングポイントと大会のアクセプタンス
3.

新 ATP/WTA シングルとダブルスのランキングポイント表（2019 年 8 月 5 日以降）は？

備考
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⚫
⚫

⚫

MW15 の大会では、＋Ｈで追加の ATP / WTA ポイントは無し。
8 月 26 日から W25~100 の大会での WTA ポイント、および ATP チャレンジャーでの ATP ポイ
ントは変更無し。例外として W25 本戦シングルス R32 で WTA ポイントが無し。ただし、W25 大
会の予選に参加し勝ち上がって本戦に参加する場合、そのプレーヤーは現行通り WTA１ポイン
トを付与。
ATP / WTA ランキングポイントテーブルは、ATP および WTA Web サイトにて参照。

4.

新ランキングポイントはどのように導入されますか？
ATP / WTA シングルおよびダブルスランキングは、2019 年 8 月 5 日に新しいポイント配分に
従って更新されます。これらのポイントは、2018 年 8 月 5 日以降にプレーされたすべての大会に
52 週間遡って適用されます。特に、プレーヤーのランキングは、8 月 5 日に 2018 年 7 月 30 日
以降に出場した M15W25 大会結果と 2018 年 8 月以降に出場した ATP チャンレンジャーと
WTA60-100 大会の結果が反映することになります。
8 月 5 日の週から始まる大会は、新たな ATP/WTA ランキングポイントを付与します。
W25 大会の R32 で失った WTA ポイントは、変換ポイントとして保持されますが、8 月 26 日以降
は授与されません。2019 年末まで、ITF は、シングルやダブルスの本戦を含むすべてのラウンド
において、ATP または WTA のランキングを持たないプレーヤーに公平になるように、ITF ラン
キングポイントを付与し続けます（付録 1 参照）。 問 10 を参照してください。

5.

新しいランキングはエントリーに対していつ有効になりますか。
ランキングの変換は 2019 年 8 月 5 日に行われます。新ランキングは、8 月 26 日の週から始ま
るトーナメントのシングルスエントリーに使用されます（エントリー期限は ATP チャレンジャートー
ナメントの 8 月 5 日、ITF トーナメントの 8 月 8 日です）。 8 月 12 日の週から始まるトーナメント
では、新ランキングがシングルスシードとダブルスの受け入れに使用されます（7 日間前のラン
キングが使用されます）。
大会週と獲得ポイント

6.

ATP/WTA と ITF の両方のランキングがある場合、どのランキングが ITF 大会のエントリーに
使用されますか？
ITF 大会では ATP/WTA ランキングが優先され、次に ITF ランキング、次に国内ランキング
（500 位まで）と続きます。 大会リストに空きがある場合は、ランキングのないプレーヤーの受け
入れ順を抽選で決めます。

7.

大会に申し込むための新ランキングはいつ分かりますか。
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ATP と WTA はプレーヤーゾーンに毎週「シャドーランキング」を掲載し始めており、8 月 5 日の
正式な変換まで週ごとのランキング変化をプレーヤーに開示しています。 ITF は、男女シャド
ーランキングを IPIN に掲載し、プレーヤーにメールで送信します。
8.

何人のプレーヤーが ATP ランキングを持つことになりますか？
8 月 5 日から、ATP ランキングポイント保持者はシングルス約 2,000 人、ダブルス約 2,300 人と
なります。 シングルスの 500 位以内、ダブルスの 250 位以内のプレーヤーが、ATP ランキング
保持者であり ATP メンバーになる資格があります。 シングルス 500 位以下/ダブルス 250 位以
下のプレーヤーが大会にエントリーする際に限り、エントリーランキングとして有効になります。
詳細については players@atptour.com にお問い合わせください。

9.

何人のプレーヤーが WTA ランクを持つことになりますか？
8 月 5 日から、WTA シングルスランキングが約 1,300 人、WTA ダブルスランキングが約 1,400
人と予想されます。

10, ITF 大会の本戦で獲得したポイントが ATP/WTA ランキングポイントに換算されているにもかか
わらず、全ての ITF ポイントを算入した ITF ランキングが未だに残っているのは何故ですか？
ATP または WTA ランキングを持っていれば、申し込みはやシードのために ITF ランキングを使
う必要はありません。 しかし、ATP または WTA のランキングを持たない可能性のあるプレーヤ
ーに公平を期すため、2019 年の終わりまで、シングルスやダブルスの本戦を含め、すべてのラウ
ンド（付録 1 参照）で ITF ポイントを付与し続けます。
女子の場合
3 大会で WTA ランキングポイントを獲得したプレーヤー、または WTA ランキングポイントの合計
が 10 ポイントに達したプレーヤーに WTA ランキングが付与されます。 1 つの$ 15,000 大会で決
勝まで進んだプレーヤーは WTA6 ポイントを獲得しますが WTA のランキングはつきません。 た
だし、2019 年の間は本戦でも ITF ランキングポイントが引き続き付与されるため、ITF のランキ
ング 60 ポイントがつきます。 プレーヤーは ITF ランキングを使って大会にエントリーし、WTA ラ
ンキングプレーヤーの後に受け入れられますので、アクセプトされる可能性が高まり、アクセプト
されるために国内ランキングを使用する必要がなくなります（優先順は、１，WTA ランキング ２，
ITF ランキング 3，国内ランキング）。
男子の場合
ITF 本戦と ATP チャレンジャー予選に２019 年末まで引き続き ITF ランキングポイントが付与さ
れるので(ATP チャレンジャー125 は除く）、ATP ランキングがない選手で ATP チャレンジャーの
予選で ITF ポイントを獲得した選手が不利になることはありません。
ITF ランキングポイントは、2020 年にチャレンジャー予選または ITF＄25,000 大会と ITF＄15,000
大会本選には付与されなくなります。
11.

新ランキングは、ジュニアリザーブ（MW15 大会）と ITF リザーブ（MW25、ATP チャレンジャー）
にどのように影響しますか。
ランキングの変更後、8 月 26 日以降に開催される大会では、MW25 以上および ATP チャレン
ジャー大会で ITF リザーブ枠はありません。また、ATP チャレンジャーでは、ATP のランキング
がなければ，エントリー期間内、オンサイトにかかわらず、ATP チャレンジャー大会にエントリーす
ることができなくなります。
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ITF ジュニア 100 位以内のプレーヤーは引き続き MW15 大会で本戦ジュニアリザーブ枠を使っ
てエントリーできますが、その数は各大会で最大 3 つに制限されます。
12. ダブルスへのエントリーはどのように変わりますか？
ITF 大会のダブルスドローは 16 チーム（DA13、WC3）です。 8 月 26 日から MW15 大会では、シ
ングルス本戦または予選に出場の条件はなくなり、 どのプレーヤーもサインインをできます。
ダブルスのアクセプタンスは、すべての ITF 大会で同じになります。 シングルス/ダブルスの高
ランクの組み合わせで受け入れられます（ATP / WTA ランクのチームが ITF ランクのプレーヤ
ーよりも優先されます）。
13. WTA の年齢資格規則が適用される場合、これらの変更はどのように影響しますか？
WTA 年齢資格ルール（AER）の対象となるプレーヤーの場合、WTA は以下を行うこととなります。
⚫ 2019 年 8 月 5 日以前にプレーした W15 大会を AER の制限に含めない。
⚫ 2019 年 8 月 5 日以前に開催された W15 で受けたワイルドカードは、AER の下でのワイルド
カード制限に含めない。
⚫ 2019 年 8 月 5 日以降、WTA ランキングポイントを取得した大会数や WC の数は、AER に
従ってカウントされる。
入手可能な WTA 年齢制限規則（WTA ルールブックのセクション XV）をすべて読むことをお勧
めします。
AER の個人ステータスに関する質問については、Sarka Vitkova svitkova @ wtatennis.com ま

たは Tom Livengood tlivengood@wtatennis.com にお問い合わせください。

ITF 大会のドローサイズと開催日数
14. ITF 大会でドローサイズは変更されますか？
8 月 26 日から、ITF 大会は 8 日間（日曜日から日曜日）で開催することができ、シングルス予選
で最大 48 ドローが可能です（48Q）。 大会がドロー32Q を開催するのに十分な試合コート数を確
保できるか、あるいはすでに 2019 年の計画を確定している場合、プレーの機会を保証するため
に 32Q は引き続き許可されることなります。
W60, W80, W100 大会は最大 32Q となります。
すべての ITF シングルス本戦は 32 ドロー。 すべての ITF ダブルスは 16 ドローです。
15. 大会は 8 日間（日曜日から日曜日まで）開催できますか？
はい。 48Q の大会では 3R の予選と 5Ｒの本戦があり、日曜日から日曜日までの 8 日間にわたっ
て開催されなければなりません。
32Q の大会では日曜日または月曜日に始まり、7 日間か 8 日間で開催することが出来ます。 48Q
ドロー予選 1R では、ITF ポイントは授与されません。 W25 大会では、48Q の予選１R には賞金が
授与されません。予選 1 日に 2 試合をプレーした選手は、予選と本戦シングルスの間に 1 日の
休みを与えられるべきです（天候により変更あり）
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16. サインイン締め切り期限はいつですか？
予選サインイン締め切りは、ファクトシートに特に明記されていない限り、予選の開始予定前日の
現地時間 18:00 です。 日曜日から始まるトーナメントの場合は土曜日 18:00 です。 月曜日スタ
ートの大会の場合、日曜日の 18:00 です。
ダブルスサインインは、シングルスメインドローの開始前日の 14:00 締め切りです。
プレーヤーは大会ファクトシートのシングルス予選とダブルスのサインイン締切を必ず確認する
必要があります。
日曜日が重複する大会に対応できるよう SE ルールが変更されます。
17. ITF の試合スコアのフォーマットは変わりませんか。
変更はありません。
シングルス本戦：3 タイブレークセット。アドバンテージスコア
シングルス予選：3 セットマッチで 2 タイブレークセット、1 セットオールの場合、最終セットは 1 マ
ッチタイブレークゲーム（10 ポイント）、アドバンテージスコア
ダブルス：3 セットマッチ、2 タイブレークセット、1 セットオールの場合、最終セットは 1 マッチタイ
ブレークゲーム（10 ポイント）、ノーアドバンテージスコア。
18. ウイズドローデッドライン時点で、自分がどの大会から削除されるかに関して、どのような影響が
ありますか。
ITF ワールドテニスツアーの規定に従ってウィズドロードデッドライン（大会週の 13 日前）を過ぎる
と、プロ、ジュニアを問わず，2 大会以上の本戦または予選に受け入れられたプレーヤーは、1 つ
の ITF アクセプタンスリストに残り、他のすべての ITF アクセプタンスリストから消されます 。
2019 年最初の 7 ヵ月では、ジュニアグランドスラム本戦に参加したプレーヤーを除いて、大会選
択を決定する優先基準は、ITF ポイントのみを提供するものより ATP または WTA ポイントを提
供する大会を優先することでした。 したがって、男子では、M25 大会が M15 大会よりも優先され
ていました。 女子では、W25~100 大会トが W15 以上の大会に優先されていました。
2019 年 8 月から、ATP と WTA ポイントが MW15 大会で授与され、この基準はもはや適用されま
せん。 優先基準は、本戦に受け入れられた大会の方が、予選に受け入れられた大会よりも優先
される方式に戻ります。
19. フリーズドデッドライン後は、何大会の ITF オルタネイトリストに残ることができますか？
2019 年 6 月 17 日より、フリーズドデッドライン後に複数の ITF オルタネイトリストに残っているプレ
ーヤーは、優先順位が最も高いリストを除くすべてのエントリーリストから削除され、1 つのアクセプ
タンスリストのみ残ります。 ITF フリーズドデッドライン（木曜日午後 2 時まで）の前に、プレーヤー
は IPIN アカウントからトーナメントの優先順位を変更することができます。 オルタネイトリストから
削除されたプレーヤーは、引き続きオンサイトオルタネイトサインインをすることができますが、優
先順位はフリーズドデッドライン後にオルタネイトリストに残っていたすべてのプレーヤーの後にな
ります。
20．ITF 大会の本戦または予選出場が受け入れられ、同じ週に行われる ATP チャレンジャー大会
のオルタネイトリストにも入っている場合、チャレンジャーに参加するためにウイズドローすることはで
きますか。
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はい、できます。 トーナメント開始の 3 日前の金曜日の 14:00 ロンドン時間（午後 2 時）までに、プ
レーヤーが ITF 大会からウイズドローするなら、罰則や罰金はありません。
21. ATP チャレンジャーに参加するために、金曜日のロンドン時間 14:00 以降に ITF 大会からウイ
ズドローすることはできますか？
いいえ。金曜日のロンドン時間の 14:00 に、ITF 大会に受け入れられたプレーヤーは、チャレンジ
ャーのオルタネイトリストから除外され、その週の他の ITF またはチャレンジャー大会に出場する
ことはできません。
22. ITF の規則はどこで見られますか
ITF ウェブサイト上および IPIN 内で、コードオブコンダクトを含む ITF 規則を読むことを奨励しま
す。

更なる情報を得るための入手先
ITF 女子 womens@itftennis.com ITF 男子 mens@itftennis.com
WTA TourOps@wtatennis.com
ATP players@atptour.com

付録 1

-

ITF ランキングポイント表

すべてのポイントは 2019 年に付与されます。 2020 年には太字の部分のみが付与されます。

備考
Q =予選通過者 FRQ =予選の最終 R 敗者
ITF 大会のダブルスは、QF から決勝までシングルスと同じポイントが与えられます。
R16 敗者にはポイントが付与されません。
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