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大正製薬 リポビタン 

全日本テニス選手権大会 97th 

選考会後のお知らせ 
 

 

標記の件に関しまして、選考会にて決定いたしましたので、ここにお知らせ申し上げます。なお、出

場選手は下記の事項につきましてご確認のうえご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

マイナンバー提出のお願い 

賞金額が 5 万円以上の選手につきましては、「賞金の支払調書」作成事務のため、個人番号の提出を

お願いいたします。（アマチュア選手除く） 

提出方法等については、後日 JTA 事務局よりメール又は郵送にてご連絡させていただきます。 

なお、ご提出いただきました個人番号は賞金の支払調書作成以外には利用いたしません。また、ご提

出いただきました個人番号等の書類につきましては、当協会規則に従い、厳正に管理、保管いたします。 

 

予選エントリー料金について 

予選アクセプタンスリストに入った選手は、エントリー料金を 10月 17 日(月)までに下記へお振込み

ください。期日までにお振込みが確認できない場合は、ウィズドロー扱いとさせていただきます。 

 



 

 

予選エントリー料金：8,100 円 (参加料 8,000 円税込み+ワンコイン制度 100 円) 

振込先 

銀行名：三菱 UFJ 銀行 

支店名：渋谷中央支店  普通 

口座番号：1258205 

口座名義：公益財団法人日本テニス協会 「ザイ）ニホンテニスキヨウカイ」 

 

【注意事項】 

※本戦ダイレクトインの選手は、エントリー料金を賞金から相殺します。 

※予選から本戦に上がった選手は、エントリー料金差額を賞金から相殺します。 

※振込人名は必ず参加選手名での振込でお願いいたします。 

※領収書は希望者に会場にて発行いたします。選手受付にて領収書発行を希望する旨をお伝えください。  

※ゆうちょ銀行を振込先として設定をいただく際：支店名は数字 3桁/口座番号は 7桁となります。 

※大会開始前に陽性が判明した場合ウィズドロー扱いとし、一旦お振込みいただいたエントリー料金は

返金いたしますが、振込手数料は選手負担になりますので予めご了承ください。 

※上記以外の理由によるウィズドローついては参加料の返金はいたしません。 

 

◆賞金の受け取りについて 

賞金の受け取りは、お振込みとさせていただきます。該当選手にメールにてログイン ID とパスワ

ードをご案内いたします。 

下記より、お振込口座情報（個人口座）を事前に入力してください。  

URL: https://www.jta-tennis.or.jp/alljapan/tabid/742/Default.aspx  

  

 

大会プロモーションへの協力のお願い 

■選手の皆さんにフォーカスした大会プロモーションの取り組みにご協力をお願いいたします■ 

 

◆動画による選手紹介について 

「大正製薬リポビタン全日本テニス選手権」では、選手ご自身による自己紹介動画を使った選

手紹介を行います。お送りいただいた動画は、公益財団法人日本テニス協会の公式 HPにて出

場選手紹介に使用させていただきます。 

尚、編集作業の都合上、2022 年 10 月 12 日（水）までにお送りいただけますよう何卒お願い

いたします。 

＜動画の送り先  kazumamiyazaki@vanca.jp ＞ 

 

【重要：動画の撮影、送信方法】 

①自己紹介＆大会への意気込み＜動画＞撮影をお願いします。 

・お名前と代表地域、ご自身のプレーの見どころ、大会への意気込みなどを 30 秒以内でコメント 

https://www.jta-tennis.or.jp/alljapan/tabid/742/Default.aspx
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をお願いいたします。 

・スマホで自撮りした動画でもＯＫです。縦横比については横長で撮影をお願いします。 

・動画で紹介するのは選手本人のみといたします。 

・テニスウェアを着用の上、背景の映り込みが少ない環境で撮影してください。 

・逆光等で画面が暗くならないようご注意ください。 

・音楽の著作権の関係でＢＧＭは入れないでください。 

（周囲に流れる音楽もNG です） 

・声が明瞭に聞こえるようになるべく静かな環境での撮影をお願いします。 

・2m 以上離れる場合は大きな声で撮影してください。 

②動画をお送りいただく際には、メール本文に以下の内容を御記載ください。 

動画のコメント欄に記載し、視聴する方に選手の皆様のことを知っていただこうと考えています。 

・お名前フルネーム(ふりがな) 

・所属企業名（リンク先含む） 

・出身都道府県・出身学校（高校/大学） 

・コーチのお名前フルネーム（コーチがいない場合は必要ありません） 

・ご連絡先(携帯)※こちらは公開されませんのでご安心ください 

③動画の送信方法 

 ・撮影した動画は圧縮しないで一番大きなファイルサイズで送ってください。 

・メールで送信できない場合はギガファイル便など、ファイル送信サービスをご利用ください。 

・送信方法がわからない場合は kazumamiyazaki@vanca.jp にその旨をご連絡ください。 

④その他 

・お送りいただいたデータの一切は返却いたしませんので、ご了承下さい。 

・個人情報の取り扱いについて、動画投稿による個人情報は本大会及び大会に付随する業務に必 

要な範囲で使用いたします。応募者の同意なく、利用目的を超えての使用はいたしません。 

・上記に明記されていない事項については都度、主催者の判断により決定します。 

※来年の全日本テニス選手権の広報活動、大会プロモーションで使用される可能性があります。 

 

◆ソーシャルメディでの発信のお願い 

ソーシャルメディアを利用されている選手の方は、是非ご自身でも出場の報告や会場での応援の呼

びかけをお願いします。 

 

◆Kokotip用写真提供のお願い 

当大会では、出場選手への応援コメントをもらうアプリ「Kokotip」を使用します。出場選手の皆さ

んの顔写真をアプリに事前登録しますので、下記までお送りください。 

  Kokotip用写真送付先：Kokoti事務局 info@challengefund.co.jp              

 

大会期間中について 

◆ＡD（アクレディテーション）カードについて 

・10 月 18 日(火)練習日よりＡD カードが必要です。 

・発行可能な ADカードの枚数は選手 1 枚、コーチもしくはトレーナーで２枚、ファミリ 

mailto:kazumamiyazaki@vanca.jp
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ーで２枚の 5枚です。 

・来場初日、受付にて、検温・HeaLo を確認後にＡD カードをお渡しいたします。  

  検温及び HeaLo のチェックは毎朝受けてください。 

  ・コーチ、トレーナー、ファミリーに関しては 17日までにホームページ上で登録していただきます。

（登録は不要になりました。AD カードを受取る方は必ず HeaLo の登録を事前にお済ませください。） 

・ＡDカードは敗退日に退場時出口にてスタッフにお返しください。 

・敗退した翌日から選手・帯同者は会場への ADカードでの入場出来ません。 

 

◆会場入場について  

・有明コロシアムでの試合が予定されている選手には ADカードとは別に各選手 5名までゲスト用の

招待券を用意します。選手サービスデスクで当日分を、また翌日以降での次の試合の日程が決まっ

ている場合はその試合日の分をお渡しします。 

・北側エンド（E）の最前列ブロック左右に帯同者及びファミリー、ゲスト用にファミリーボックス

シートを用意します。 

・帯同者を変更する場合は、前日までに選手サービススタッフに申請を行ってください 。 

 

◆ロッカールームと選手ラウンジについて 

・大会期間中は予選も含めて有明コロシアムのロッカールームを使用してください。 

・予選、本戦期間中は当日試合がある選手向けに有明コロシアムの北西側にある別棟に選手ラウンジ

を設け、食事を提供します。 

食事の提供時間は 11時〜14時と 17時〜20時です。バナナなどの捕食は常にご用意をしています。 

・ラウンジでの食事には当日HeaLo 受付にてお渡しするチケットが必要です。 

・本戦よりお水とスポーツドリンクをラウンジ内の選手サービスデスクにて用意しています。 

インドアコートの選手サービスデスクにはご用意はありませんのでご注意ください。 

 

 ◆本戦・予選選手のサインイン 

JTA プレーヤーゾーンのリストに名前のある本戦、予選選手はサインの必要はありません。 

（各自ドロー・ОＰをご確認ください。）※入場のための手続きは来場日毎に必要です。 

 

◆補欠選手のサインイン 

補欠選手は試合当日のOP 記載のサインイン締切時間までにサインすることにより、ドローに空きが

出た場合に出場の権利を得ることができます。なお、サインはレフェリールームで行ないます。 

 

◆組合せ抽選 

期 日 種 目 予定時間 場 所 

10月 18 日(火) 女子シングルス予選 2:00pm 
有明コロシアム内 

レフェリールーム 

080-8472-5639 10月 19 日(水) 男子シングルス予選 2:00pm 



10月 21 日(金) 
女子シングルス本戦 

男子シングルス本戦 
2:00pm 

10月 22 日(土) 
女子ダブルス本戦 

男子ダブルス本戦 
2:00pm 

※レフェリールームの携帯電話は、10 月 18 日(火) 12:00〜 繋がります。 

 

 

◆出場の取り消し 

出場を取り消す場合は規定の方法にてウィズドローを届け出てください。 

ファックスで届け出る場合は、所定のウィズドロー届（ホームページよりダウンロード：

https://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/tabid/637/Default.aspx)に必要事項を記入し、下記へお送り

ください。 

怪我・病気の場合は、大会最終日までに診断書を提出してください。 

オンラインウィズドロー締切日時：10 月 10 日(月) 13:59 まで 

上記日 14:00 以降および 10月 10 日(月)〜14 日(金)18：00 迄は、JTAオフィスへ 

FAX：03-6812-9275 または e-mail:alljapan@jta-tennis.or.jp 

10月 15 日(土)以降は e-mail のみ、トーナメントレフェリー宛て  

岡川恵美子： emiemitennis@yahoo.co.jp 

 

◆ドクターとトレーナーについて  

・ドクター・トレーナーは予選初日から最終日まで「ドクタールーム」「トレーナールーム」に常駐

します。 

・本大会ではコロナ感染予防策を十分に行って、通常のトレーナーサービスを行います。 

・マッサージサービスは行いませんので、ご了承ください。 

 

◆10 月 18日（火）の練習コートについて 

練習は 18 日 10 時〜17時まで確保しております。 

・18 日は、朝 9：30からインドアコート１Fの選手サービスデスクにて直接予約してください。 

・今年はインドア 9 面で男女シングルス 48 ドロー、男女ダブルス 16 ドローでの開催となります 

・練習コートもインドアコートとなります。ご迷惑をおかけしますがご理解の程よろしくお願い致 

します。 

・前日練習ではボールはございませんのでご自身でご用意お願い致します。 

・コートについては共用をお願いします。 

                                   

◆練習コートの予約 

大会期間中の練習に関しては翌日のオーダーオブプレーが発表された後、選手ラウンジ内選手サービ

スデスクにて対応させて頂きます。また電話でも翌日の練習コートの予約ができます。 

・予選試合当日はニューボールお一人様 2個、本戦は 3 個をご用意致します。                       

 受付電話番号 080-8057-6197 （電話での受付は 19 時 00分まで行います。） 

mailto:emiemitennis@yahoo.co.jp


 ※上記受付電話の 10月 19 日(水) 10:00〜 利用可能 

 ※選手サービスデスクは２カ所ありますのでご注意ください。 

 

◆ドーピング検査 

ドーピング検査対象大会です。指名された選手は拒否できませんので、必ず受けてください。  

 

◆選手への備品等対応について  

 ・タオルは感染対策の衛生管理上、大会からの提供は行いませんので、各自でご用意ください（ロゴ

の大きさ等は JTA ルールブック 2022「服装と用具のコード」をご確認ください）。 

 ・コート内にドリンクは複数名が接触することから用意されていません。 

 ・コート内にはゴミ箱はありません。破棄するゴミは、各コートで準備されたビニール袋に入れて密

封の上、各自で選手サービスのゴミ箱に指定の分別をして破棄してください。 

 ・ベンチ、タオル置き場、審判台、複数名が接触するコートの備品は、試合ごとに消毒します。 

 

◆ストリングサービスについて 

 ・予選初日より、有明コロシアムの西ロビーもしくは選手ロビーにあるダンロップ、ヨネックス、ゴ

ーセン、バボラ、テクニファイバーの 5 社の協力でストリングサービスを行います。 

 

◆試合後のインタビューについて 

 ・試合後にインタビュー（対面）をお願いする場合があります。対象の選手には試合後にお声がけし

て、時間を調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

◆宿泊について 

 ・本大会出場選手は隣接する「ヴイラフォンテーヌ グランド東京有明」を大会特別レートで利用でき

ます。駐車場代が無料になるなど、特典もありますのでぜひ利用してください。利用にあたっては予

約の際に下記の ID、パスワードを入力してください。 

  ヴィラフォンテーヌ グラント東京有明  

公式 HP URL https://www.hvf.jp/ariake-grand/ 

予約サイトURL 

https://advance.reservation.jp/hvf/stay_pc/rsv/cp_lgn.aspx?hi_id=20&lang=ja-JP&cp=2 

全日本テニス選手権特別プラン＝駐車場無料＝＝ 

ID・・・・・・JAPANTENNIS 

パスワード・・JT97 

 

◆駐車場について 

https://www.hvf.jp/ariake-grand/
https://advance.reservation.jp/hvf/stay_pc/rsv/cp_lgn.aspx?hi_id=20&lang=ja-JP&cp=2


・オリンピック・パラリンピック 2020 後の工事を行なっているため会場内の駐車場は利用ができま

せん。近隣の有明ガーデンの駐車場等（有料）を利用してください。 

 

新型コロナ感染症への対策について 

◆健康情報アプリについて 

全日本テニス選手権に参加の皆様全員に、健康情報アプリの登録をお願いします。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本大会では大会期間および大会前 7日間、大会 

後 5日間の健康チェックが必要です。選手、帯同者および大会関係者の皆様（ADカード保有者） 

には、公益財団法人日本テニス協会が提供する健康情報管理システム HeaLo(*1)を通じて、日々の 

体温および健康状態の提出必須とします。 

なお、未入力が続いた場合や所定の症状が認められた場合、虚偽の報告と認められた場合は大 

会主催者の判断により選手の方は出場が認められません。帯同者、大会関係者に関しましては 

会場へ入場できませんのでご注意ください。 

 

 

 

HeaLo 利用登録フォーム https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/trruwpby 

ご登録完了後、HeaLo へのログインURL と初回パスワードが、 

ご入力いただいたメールアドレスに届きます。 

※こちらの利用者マニュアルをよく読んでから、登録ください。 

*1)HeaLo とは、Health Information Logging System の頭文字を取ったシステムの名称です。          

   
① JTA 健康管理情報システム（HeaLo）に出場選手、同行者共に大会前 7 日間、大会後 5 日間

（10 月 12 日〜11 月 4 日）及び大会期間中の健康チェックに加えてコロナワクチン３回接種

の有無の入力をお願いします。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響や天候その他の理由により、本大会の内容を変更また 

は、開催を中止することがあります。 

③その他の新型コロナウイルス感染予防の対応については、下記に記載します。 

◆大会期間中にレッドアラートを認めた場合の判断について  

①全てのカテゴリー（選手・帯同者・スタッフ全て）において、37.5 度以上の発熱を含むレッド

アラートの症状を認めた場合、それ以降の全大会期間中の参加は認めず、選手は棄権とします。 

●大会期間中に帯同者がレッドアラートを認めた場合の対応について  

①常時一緒にいる帯同者が発熱などの症状が出てしまった場合、選手は濃厚接触者である可能性

が高いため、たとえ選手が無症状であったとしても大会の参加は認めず、棄権とします。 

 

◆お願い 

各リストは、オンラインエントリー時の登録情報（名前、所属先団体等）で作成されます。 

https://user-healo.jta-tennis.or.jp/register/trruwpby
file:///C:/:f:/g/EsvNWiKGXvNErv0vrDxAMokBvwwjIcIxp5d47IjM4hzNaw%3fe=ViY2QH


それ以降に所属先団体等の変更がある場合は、メールにて alljapan@jta-tennis.or.jp、または大会レフェ

リー宛て emiemitennis@yahoo.co.jpにご連絡ください。 

 

 

連絡先一覧 

トーナメントレフェリー 岡川恵美子    emiemitennis@yahoo.co.jp 

  レフェリールーム            080-8472-5639 （10月 18 日(火) 12:00〜） 

  選手サービスデスク（練習コート予約）  080-8057-6197 （10月 19 日(水) 10:00〜） 

  ヴィラフォンテーヌ グランド東京有明  03-6863-8430 

  動画送信先・動画に関する質問      kazumamiyazaki@vanca.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆諸室配置図 
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