
 
 

第５５回島津全日本室内テニス選手権大会 
THE 55th SHIMADZU ALL JAPAN INDOOR TENNIS CHAMPIONSHIPS 

＜ 開 催 要 項 ＞ 
 

１ 主  催    公益財団法人日本テニス協会(JTA) 
 
２ 公  認    国際テニス連盟(ITF) 
 
３ 後  援    京都府 京都市 読売新聞社 報知新聞社 京都新聞 ＫＢＳ京都 関西テニス協会 
 
４ 主  管    京都府テニス協会 
 
５ 特別協賛    株式会社島津製作所 
 
６ 協  賛    株式会社 GSユアサ 三菱ロジスネクスト株式会社 株式会社京都東急ホテル  

サントリービバレッジソリューション株式会社 ソフトバンク株式会社 
明治安田生命保険相互会社  
 

７ 協    力    ヨネックス株式会社 
 
８ 日  程    本戦  男子   2019年2月13日(水) － 2月17日(日) 
              女子   2019年2月19日(火) － 2月24日(日) 
          予選  男子   なし 

女子   シングルスのみ 2019年2月18日(月) 
 

９ 会  場    島津アリーナ京都（京都府立体育館） 
           サーフェス； HARD – TARAFLEX 
                      〠603-8334 京都市北区大将軍鷹司町 
 
10 開催種目    男子  シングルス本戦（24）／ ダブルス本戦(12） 
          女子  シングルス本戦（32）／ ダブルス本戦(16）  
          女子  シングルス予選 (24) 
 
11 試合方法    男女本戦 シングルス：ベストオブ 3タイブレークセット (6ゲームオールタイブレーク) 
           男女本戦  ダブルス  ：2タイブレークセット ノーアドバンテージ  

ファイナルセット10ポイントマッチタイブレーク 
女子予選 シングルス：2タイブレークセット 

ファイナルセット10ポイントマッチタイブレーク 
 

12 使用球     TMP80（ヨネックス） 
 
13 ﾜﾝｺｲﾝ制度    男子種目はワンコイン制度を適用する 
 
14 参加料     男子   本戦 シングルス・ダブルスともに 15,100円 
          女子   予選・本戦 シングルス・ダブルスともに US$40 
 
15 申込方法    男子   受付はオンラインエントリーによる 

オンラインエントリー開始 2018年 11月 26日(月)   0：00 
オンラインエントリー締切 2019年  1月 21日(月)  13：59 
オンラインウィズドロー締切 2019年  2月  4日(月)  13：59 

          女子     申込締切 2019年1月31日(木) 14時(グリニッジ標準時) 
 
16 サインイン及びドロー作成日時 

   [男子] シングルスおよびダブルス本戦ドロー作成 
2月12日(火) 15時（予定） レフェリールーム 

          [女子] シングルス予選サインイン 
   2月17日(日) 18時まで     レフェリールーム 

                シングルスおよびダブルス本戦ドロー作成                      
                2月18日(月) 15時（予定） レフェリールーム 
 

17 歓迎ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ    [男子] 2019年2月13日（水） 18時30分～20時00分   
               会場： ｵﾘｴﾝﾀﾙ京都 朱雀邸 〒604-8471 京都市中京区西ノ京中御門東町 134 
                                          Tel.075-821-7700  ドレスコードはスマートカジュアル 
           [女子] 2019年2月18日（月） 19時00分～20時30分 

会場： 京都東急ホテル 〒600-8519 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町 580 
              Tel.075-341-2411（大代表） Fax.075-341-2488 
                女子本戦選手のみを対象、ドレスコードはスマートカジュアル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙ  京都東急ホテル         
〒600-8519 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町 580   
Tel.075-341-2411 （大代表）   Fax.075-341-2488    

                    宿泊料金  シングル  ： 9,700円 （税込み）        
ツ イ ン  ：17,400円 （税込み 2名使用）    

                    朝食代 1,800円 （大会関係者特別優待料金）     
                 宿泊希望者は、2月4日(月)までに、大会名を伝えて、直接申し込むこと 

  オフィシャルホテル宿泊者には ホテル～会場間のみタクシー送迎を行う。 
 

19 参加人数 
         

本戦男子 

  シングルス ダブルス 

資格決定資料 JTＡランキング JTＡランキング 

ﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ 22名 11組 

ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ  2名  1組 

計 24名 12組 
 
本戦女子 

  シングルス ダブルス 

資格決定資料 ITFランキング ITFランキング 

ﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ 22名 13組 

ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ  4名  3組 

予 選 通 過 者  6名 - 

計 32名 16組 
 
予選女子 

    シングルス 

資格決定資料 ITFランキング 

ﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ 20名 

ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ  4名 

計 24名 
 

20 賞金   
       男子総額   6,000,000円 
       女子総額   US＄60,000 
 
     賞金ブレークダウン 

  種目 男子（日本円） 女子（US$）  

順位   シングルス ダブルス シングルス ダブルス 

優勝 1,320,000 420,000 9,142 3,344 

準優勝 660,000 210,000 4,886 1,672 

ベスト 4 354,000 114,000 2,683  836 

ベスト 8 186,000  72,000 1,543  456 

ベスト 12 ――  43,500 ―― ―― 

ベスト 16 102,000 ――  935  304 

ベスト 24  54,000 ―― ―― ―― 

ベスト 32 ―― ――  557 ―― 

予選決勝 ―― ――  305 ―― 

予選1R ―― ――  189 ―― 

計 6,000,000円 US＄60,000 
 
21 役員         トーナメントディレクター 安田 勉  

ITFスーパーバイザー      小林あおい 
JTAレフェリー            小林あおい 
 

22  その他    ① 本大会開催要項の内容は、止むを得ない事情により変更する場合がある 
         ② 本大会は、すべての選手を公平に扱う    
         ③ 男子は JTAテニスルールブック2018公式トーナメント競技規則を適用する 
         ④ 女子は ITFルールに基づく 
 
   問い合わせ先：京都府テニス協会  Tel:075-326-3745 

Tel:075-326-3745

