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☆

【開会式・選手食事会】　４月２0日（月）

於：のがみプレジデントホテル（無料）

【付添ID申請（コーチ、トレーナー、家族を含む）】 【申込金内訳】

ご注意：選手ゾーンに立入るためにはID申請が必要です。

お名前：

計　　個

　　要 ・ 不要 　参加 ・ 不参加 個 円

お名前： 人 円

計　　個 人 円

　　要 ・ 不要 　参加 ・ 不参加

お名前：

計　　個 ＜通信欄＞

　　要 ・ 不要 　参加 ・ 不参加

※ランチ： ２０００円／１食（小学生以下無料）。日付を○で囲んでください

※送迎： ２０００円／全日程通し料金（空港・ホテル・会場間のシャトルバス）

※選手食事会： 4月20日（月） 3000円／人 ※18歳未満の選手の付添は1名まで無料。

●すべての選手は次の条項に同意し､署名しなければなりません｡（詳細はITFルールブックをご覧ください。）

ALL PLAYERS MUST AGREE AND SIGN THE FOLLOWING CLAUSE:

送迎 選手食事会

21日(火） 22日(水） 23日(木） 24日(金）

ランチ 21日(火） 22日(水） 23日(木） 24日(金） 25日(土） 26日(日）

第36回飯塚国際車いすテニス大会（Japan Open 2020)  大会申込書

整理番号

氏　　名

住　　所

ローマ字

生年月日男 ・ 女性　別フリガナ

大会期間：4月21日（火）～4月26日（日）申込日  2020年  　　月 　 　 日

IPIN ID天皇杯・皇后杯 第36回飯塚国際車いすテニス大会 (Japan
Open 2020)

男　　子

女　　子

クアード

はい □ ・ いいえ □

フィードアップカードを希望しますか？

ダブルス・パートナー名

付添者 有　・　無 氏　　名

　Main □　/　Second □

車いす常用ですか？ はい □ ・ いいえ □

交通手段

【交通手段】※送迎の必要・不要欄にチェックいただき、必要な方のみ下記についてご記入下さい。　必要 □・不要 □

交通手段

到着日時

はい □ ・ いいえ □

航空機 □　　　・　　　新幹線 □ 航空機 □　　　・　　　新幹線 □

便　　　名

　Main □　/　Second □

連 絡 先

 ＪＷＴＡ：

※申込状況により、希望された種目には出場出来ない場合や種目が変更になる場合もあります。

西暦　  　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

〒 （ － ）

 TEL :  FAX :

シングルスランキング【エントリー】希望する種目にチェック✓して下さい。

 E-mail :

 ＩＴＦ：

 携帯 :

 所属クラブ

クラス名

シングルス

ダ ブ ル ス

シングルス

ダ ブ ル ス

シングルス

　Main □　/　Second □

　Main □　/　Second □　

ダ ブ ル ス 獲得大会名

希望クラス名

　Main □　/　Second □

　Main □　/　Second □

ワイルドカードを希望しますか？

出発予定

便　　　名

到着場所 出発場所 福岡空港 □　　・　新幹線小倉駅 □福岡空港 □　　・　新幹線小倉駅 □

 月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分 出発日時

到着予定

 月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分

25日(土） 26日(日）

付添②

※ご希望の宿泊先又は予約宿泊先をご記入下さい。

ランチ

参加 □　・　不参加 □4月　 　日（ 　　）～　4月　　　日（　 　）まで　（  　　）泊

２０００円

有　・　無

３０００円

送迎

選手食事会

2000円／食

合　　　計

付
添
※
左
記

エントリー費
Second □

Main   □付添①

ランチ

21日(火） 22日(水） 23日(木） 24日(金） 25日(土） 26日(日）

【宿　　泊】

宿泊先名

同 室 者 同室者名

宿泊期間

20,000円（昼食付）

送迎 選手食事会

付添③

ランチ

送迎 選手食事会

15,000円（昼食付）

円



保護者名（18歳未満）

氏名 ：

氏名 ： 署名 ： 日付 ：

日付 ：署名 ：

Anti-Doping
I am bound by and will comply with the Tennis Anti-Doping Programme (the “Anti-Doping Programme”), a copy of which is available
upon request from the ITF or may be downloaded at http://www.itftennis.com/anti-doping. The Anti-Doping Programme will govern my
participation in ITF-sanctioned events (together with the ITF Rules, including the Player Code of Conduct and the Uniform Tennis AntiCorruption Program,
each of them applying concurrently and without prejudice to the other). The ITF may conduct anti-doping testing at
ITF-sanctioned events under the Anti-Doping Programme, and will enforce any penalties, sanctions and/or other measures taken
against me under the Anti-Doping Programme. I hereby submit to the jurisdiction and authority of the ITF to manage, administer and
enforce the Anti-Doping Programme and to the jurisdiction and authority of the Anti-Doping Tribunal and the Court of Arbitration for
Sport (“CAS”) to determine any charges brought under the Anti-Doping Programme.

その他
私は､本大会期間中におけるいかなる損失・損害・疾病・肖像権などについての損害賠償を大会側には一切請求致しません｡

I hereby agree to abide by the ITF Rules of Tennis, the ITF Rules of Wheelchair Tennis and pay the entry fee as required by the tournament. Further
that in accordance with the Wheelchair Tennis Rules and Regulations 2020 that I have adequate travel and medical insurance. I further agree to abide by
the ITF Code of Conduct in all Main Draw events or by the Code of Conduct adopted by the tournament in any other draws. I also agree for
participation in the tournament to be bound by and comply with the all the provisions of the ITF Tennis Anti-Doping Programme 2020. I note that the
Tennis Anti-Doping Programme is set out in full on the ITF website (www.itftennis.com) and in a separate rulebook that is published and distributed to all
the National Associations and is also available upon application.

I am bound by and will comply with the ITF Wheelchair Tennis Classification Rules, a copy of which is available on request from the ITF or
may be downloaded at https://www.itftennis.com/wheelchair/classification/classification.aspx.

Anti-Corruption
I am bound by and will comply with the Tennis Anti-Corruption Program (the “TACP”), a copy of which is available upon request from
the ITF or may be downloaded at http://www.tennisintegrityunit.com/. I acknowledge that I have received and had the opportunity to
review the TACP, and that I understand its provisions. I acknowledge that I have a duty to inform my Related Persons (as defined in the
TACP) of the provisions of the TACP and to instruct them to comply with the TACP. I accept that I must complete any Tennis Integrity
education programs mandated by the ITF. The TACP prohibits certain conduct by me and my Related Persons, including, but not
limited to, (i) wagering on any tennis match, (ii) contriving or attempting to contrive the outcome of any tennis match, (iii) receiving or
providing consideration in exchange for Inside Information (as defined in the TACP), (iv) soliciting or facilitating any other person to
wager on a tennis match, and (v) failing to report any knowledge I may have regarding potential violations of the TACP. I acknowledge
that I have an obligation to report any corrupt approaches that I may receive and any known or suspected offenses by others to the TIU
as soon as possible. I accept that I must cooperate fully with investigations and shall not tamper with or destroy any evidence.


