UNIQLO International Wheelchair Tennis Tour (ITF – Super series)
天皇杯・皇后杯 第36回飯塚国際車いすテニス大会 (Japan Open 2020)
大会要項（案）
１．大

会

名

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

２．カテゴリー

ＵＮＩＱＬＯ

車いすテニスツアー（ＩＴＦ・スーパーシリーズ）

３．会

期

２０２０年４月２１日（火）～４月２６日（日）

４．目

的

この大会は、車いすテニスを通じ、日本国内及び海外の車いすテニスプレイヤーが交流を深め、更には

６日間

車いすスポーツが健全なスポーツ競技として普及・認知されることを目的とする。

５．大会会長

前

田

恵

理

６．大会構成
主

催

一般社団法人日本車いすテニス協会（ＪＷＴＡ）・特定非営利活動法人九州車いすテニス協会（ＫＷＴＡ）

公

認

国際テニス連盟（ＩＴＦ）・公益財団法人日本テニス協会（ＪＴＡ）

共

催

西日本新聞社・社会福祉法人西日本新聞民生事業団・社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会

主

管

飯塚国際車いすテニス大会実行委員会

後

援

スポーツ庁・福岡県・飯塚市・嘉麻市・福智町・桂川町・公益財団法人ＪＫＡ・公益社団法人日本プロテニス協会・

（予定）

福岡経済同友会・(株)麻生・社会福祉法人福岡県社会福祉協議会・飯塚商工会議所・飯塚ロータリークラブ・
飯塚ライオンズクラブ・一般社団法人日本臨床整形外科学会・福岡県臨床整形外科医会・公益社団法人福岡県医師会・
一般社団法人飯塚医師会・一般社団法人飯塚歯科医師会・一般社団法人飯塚薬剤師会・独立行政法人労働者健康安全機構・
総合せき損センター・国際ソロプチミスト飯塚・一般社団法人飯塚青年会議所・社会福祉法人太陽の家・テレビ西日本

協

力

（予定）

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)・九州テニス協会・日本女子テニス連盟・陸上自衛隊飯塚駐屯地・飯塚信用金庫・
日本ボーイスカウト飯塚第１団・ガールスカウト福岡県第３５団・近畿大学産業理工学部・近畿大学九州短期大学・
テニス同好会マーキュリー（九州工業大学情報工学部）・福岡県立大学・嶋田学園飯塚高等学校・折尾愛真学園・
筑豊ＳＧＧクラブ・オーエックスエンジニアリング(株)・日本ウィールチェアー(株)・ダンロップスポーツ・九州電力(株)・
筑豊スポーツリハビリ研究会・公益社団法人福岡県理学療法士会・福智町車いすテニス実行委員会・
金田テニスクラブ・麻生グループ（飯塚病院・麻生芳雄商事(株)・(株)麻生情報システム・麻生飯塚ゴルフ倶楽部・
麻生メディカルサービス(株)・麻生介護サービス(株)）・飯塚市商工会青年部・（株）ワールドプリンティング・
One Break・ザ・リトリート・新飯塚ステーションホテル・のがみプレジデントホテル・日王の湯・
国立別府重度障害者センター・(株)Honda Cars飯塚・ネッツトヨタ北九州・
県営筑豊緑地公園・日本旅行(株)福岡支店・(株)福岡放送・スカパーJSAT(株)

７．会

場

・いいづかスポーツ・リゾートテニスコート（３面）、屋内コート（４面）
住所：飯塚市仁保８－３７

ＴＥＬ0948-82-3177

・県営緑地テニスコート（５面）、ルーフ付コート（２面）
住所：飯塚市仁保８－２５
※雨天時

ＴＥＬ0948-82-1023

いいづかスポーツ・リゾート屋内コート（４面）、筑豊緑地ルーフ付コート（２面）
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８．サーフェイス

ハードコート（デコターフ）

９．使

ダンロップ オーストラリアンオープン（ダンロップ）

１０．種

用

球

目

■男

子

（シングルス・ダブルス）－メインドロー（３２／１６），セカンドドロー（１６／８）

■女

子

（シングルス・ダブルス）－メインドロー（２４／１２），セカンドドロー（１６／８）

■クワード

（シングルス・ダブルス）－メインドロー（２４／１２），セカンドドロー（１６／８）

■シングルスコンソレーション

※雨天等により、キャンセルされる場合もあります。

※申し込み参加人数により、クラス分けが変更になる場合もあります。

１１．試合方法

■シングルス
■ダブルス

ベストオブ３タイブレークセット
ベストオブ３タイブレークセット

＊ルールオブテニス、 ITF車いすテニスルール、ITF車いすテニス倫理規定の最新版を採用。

１２．参加資格

国際テニス連盟の定める車いすテニス競技参加資格による
※この大会に参加希望の国内選手は、日本車いすテニス協会（ＪＷＴＡ）の協会員であることが必須条件です。
尚、ＪＷＴＡ協会への登録は各ブロックの協会・エリア委員にお問い合わせ下さい（ＪＷＴＡ事務局：office@jwta.jp）。
※この大会に参加希望の国内選手は、申込時までにＩＰＩＮ（International
Players Identification Number）を取得し、
※又、
申込書に記入してください。（ＩＰＩＮ未取得の選手は本大会に出場できません。）
詳しい取得等の方法については、ＩＴＦ（www.itftennis.com/ipin）又は日本車いすテニス協会のＨＰをご覧ください。

１３．参

加

料

メインクラス

２０，０００円、セカンドクラス

１５，０００円

※単・複いずれかの場合を含む。
※単複いずれかがメインクラスの場合は、メインクラス料金を適用します。
※参加料には昼食、送迎、大会期間中の各イベントの食事代が含まれます。
尚、選手以外の方（コーチ、付添など）の送迎費・昼食代・選手食事会参加費は別途料金が発生します。

１４．申込方法

参加申込書に必要事項明記の上、参加費等を銀行振込した後、振込受付書（コピー可）を添付し、
大会事務局に郵送してください。申込書はメールでも受け付けますが、同時に振込の旨をお知らせください。
入金確認取れ次第の受付となります。
※参加当日の支払いは受付けず、参加は認めません。
※参加費を複数人分まとめて振り込まれる際は、内訳を明記ください。

振込先

飯塚信用金庫

本店営業部

普通1111432

（特非）九州車いすテニス協会
（ﾄｸﾋ）ｷｭｳｼｭｳｸﾙﾏｲｽﾃﾆｽｷｮｳｶｲ

申込先

〒820-0011

Email

１５．締め切り

ﾘｼﾞﾁｮｳ

麻生

泰

ｱｿｳﾕﾀｶ

福岡県飯塚市柏の森６番地１

飯塚国際車いすテニス大会
ＴＥＬ

理事長

0948-25-7144

ＦＡＸ

事務局
0948-25-7520

iizukajapanopen@gmail.com

２０２０年３月１０日（火）までに申し込むこと。（必着厳守）
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１６．サイン・イン
シングルス：サイン・イン締切

４月２０日（月）１３：００～１６：００

場所：いいづかスポーツ・リゾート

大会レフェリー室

※当日会場でサイン・イン出来ない場合は、レフェリーに直接電話する事で受付ができます。
電話受付時間は１６：００まで。（サイン・インしなければ本大会には出場出来ません）
ダブルス ：サイン・イン締切

４月２１日（火）１２：００まで

場所：いいづかスポーツ・リゾート

大会レフェリー室

※電話によるサイン・インも受付けます。（サイン・インしなければ本大会には出場できません）
サイン・イン電話番号：小林あおい（トーナメントレフェリー）090-8987-0083

１７．大会受付

４月２０日（月）１１：００～１６：００

場所：いいづかスポーツ・リゾート

４月２１日（火）～２２日（水）９：００～１７：００

１８．ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

鐘ヶ江
℡

１９．ﾄｰﾅﾒﾝﾚﾌｪﾘｰ

大会受付デスク

場所：いいづかスポーツ・リゾート

大会受付デスク

淳一

0948-25-7144

E-mail

小林

あおい

携帯

090-8987-0083

info@japanopen-tennis.com

E-mail

（大会事務局）

aoikobayashi@gmail.com

２０．大会事務局
特定非営利活動法人
〒820-0011

九州車いすテニス協会

福岡県飯塚市柏の森６番地１

ＴＥＬ 0948-25-7144

２１．表

ＦＡＸ 0948-25-7520

飯塚国際車いすテニス大会事務局
E-mail

info@japanopen-tennis.com

彰
メインシングルス

男子優勝（天皇杯）・準優勝、女子優勝（皇后杯）・準優勝、クァード：優勝（文部科学大臣杯）・準優勝

メインダブルス

男子優勝・準優勝、女子優勝・準優勝、クァード優勝・準優勝

セカンドシングルス

男子優勝・準優勝、女子優勝・準優勝、クァード：優勝・準優勝

セカンドダブルス

男子優勝・準優勝、女子優勝・準優勝、クァード：優勝・準優勝

※副賞の後日送付は一切致しません。

２２．行

事
日にち

時間

イベント名

場所

４月２０日（月）

１７：００～１７：４０

開会式

のがみプレジデントホテル

４月２０日（月）

１８：００～２０：００

選手食事会

のがみプレジデントホテル

４月２５日（土）

１８：００～２０：００

福智町国際交流交歓会 福智町金田体育館

４月２６日（日）

競技終了後～

表彰式

いいづかスポーツ・リゾート屋外
コート

備考

選手無料（コーチ・付添有料）

無料
（雨天時）いいづかスポーツ・リ
ゾート屋内コート

※場所、時間等は変更になる場合がありますので、会場のインフォメーションボードにて最終確認をしてください。

２３．送

迎

４月１９日（日）から運行します。４月１８日（土）以前は公共交通機関をご利用ください。
※送迎希望の方は、申込み用紙の交通手段の欄に必ず記入をお願いします。
未記入の場合は送迎を行いません。
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２４．オフィシャルホテル

① ザ・リトリート （１泊2食付き・税込）

※筑豊ハイツ跡

【住

所】福岡県飯塚市仁保８―３７

ＴＥＬ0948-82-3177

【料

金】ロフト付きツインルーム（1名1泊あたり、2食付）

１名で利用：16,250円、2名で利用：12,250円、3名で利用11,250円、4名で利用10,250円
※車いす使用者2名まで
※完全バリアフリールームはクァード選手を優先させていただいております。
※ザ・リトリートを希望される方は事務局までご連絡下さい。但し、支払いは個人精算となります（クレジットカード対応）。
※宿泊を希望されてもご希望に添えない場合があります。詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
※４月１９日（日）イン～４月２７日（月）アウトの大会料金です。前泊、後泊料金については事務局へお問い合わせください。

② のがみプレジデントホテル

（１泊朝食付き・税込・宿泊税別）

【住

所】福岡県飯塚市新立岩１２－３７

ＴＥＬ0948-22-3840

【料

金】・シングル8,200円 ・ツイン14,400円（二人で）
※のがみプレジデントホテルを希望される方は事務局までご連絡下さい。但し、支払いは個人精算となります。

③新飯塚ステーションホテル

（１泊朝食付き・税込・宿泊税別）

【住

所】福岡県飯塚市芳雄町４－２０

【料

金】

ＴＥＬ0948-26-1300

シングル5,730円～

※朝食が不要な方は、精算時に朝食券をフロントに返すと４００円／１枚

返金されます。

※事務局で仮予約を入れています。ご予約の際、「Japan Open」に参加の旨をお伝え下さい。
※各自予約・精算となります。

２５．そ

の

他

① 競技中の事故について、本大会はイベント保険に加入しますが、保険適用を超える事象での責任は全て
負いません。
② 練習コートは大会前日の４月２０日（月）から使用できます。（いいづかスポーツ・リゾート１１：００～１６：００）
③ キャンセルにおける参加費等の返金は、４月１０日（金）までにご連絡あれば後日返金します。
（手数料１０００円を差し引いた額を大会終了後にお振込致します。）
４月１１日（土）以降の連絡分については返金しません。
④ エントリー締め切り後、大会ホームページにてアクセプタンスリスト（エントリー選手リスト）、
大会仮日程を公開します。大会ホームページ

http://www.japanopen-tennis.com//

⑤トーナメントデスクで、ランドリーサービスを実施いたします。
※１０００円／大会用ランドリー袋１回分

ご利用の際は必ず本人がご持参ください。

⑥ 大会期間中（４月２１日（火）～４月２６日（日））筑豊緑地プール1Fにおいて、無料の
理学療法サービスを行いますので、ご利用下さい。（９：００～試合終了まで）
※２０日（月）は会場内にブースを設置します。
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