2011 DUNLOP CUP
全国選抜ジュニアテニス選手権大会
兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会
選手選考結果のお知らせ
2011 年 4 月 28 日
選手各位
各地域テニス協会 御中
財団法人 日本テニス協会
標記大会の選手選考結果が別紙の通り決定致しましたので、お知らせいたします。下記の注意事項をご熟読頂き、
厳守の上ご参加下さい。
記
１．主
催
２．後
援
３．特別協賛
４．協
力
５．大会日程

財団法人 日本テニス協会／財団法人 吉田記念テニス研修センター
読売新聞社／関東テニス協会／千葉県教育委員会／柏市／我孫子市
株式会社ダンロップスポーツ
千葉県テニス協会ジュニア委員会／日本女子テニス連盟千葉支部
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ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ
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ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ
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12：00～16：30

5 月 18 日（水）

（有料、申込については後述）
7：30～8：50

5 月 19 日（木）
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選手集合

9：20
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5 月 22 日（日）
3 位決定戦

QF-q／QF

SF／F

QF／SF

SF

8：00～8：50
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選手ミーティング

試合開始
練習コート
試合開始
ウェルカムパーティー
セミナー
練習コート
試合開始

8：00～9：45

PLAY & STAY

8：00～9：30

練習コート(インドア使用)

10：00

F／
3 位決定戦

練習コート

9：00
10：00

5 月 20 日（金）

練習コート

試合終了後
14：30 頃

試合開始
閉会式
※閉会式前に市立柏高等学校
によるブラスバンド演奏が
あります

※試合進行により日時を変更する場合があります
※セミナー・ウェルカムパーティーとも選手・コーチ・保護者の方はご参加下さい
※PLAY & STAY は、雨天の場合は中止とさせて頂きます。
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・全国選抜セミナー
5 月 20 日（金） 18 時 30 分～ テーマ：14,12 歳以下の選手にとって次のステージに必要なものは何か？
講師：中山 芳徳（ワールドジュニア女子監督）
６．お知らせと注意事項
（１）受付について
5 月 19 日（木）
、大会受付で参加料（5,100 円（参加料 5,000 円＋ワンコイン制度 100 円）
）を支払い、
9 時までに大会本部に出席を届けて下さい
ワンコイン制度は（財）日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため、選手及び
ジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの運営を中心に、地域トレーニング
センターの整備等への資金を大会参加者に広くご負担頂く制度です。
「ナショナルトレーニングセンター
（NTC）」及び「ワンコイン制度」の詳細については、ウェブサイトをご覧下さい。
ワンコイン制度ウェブサイト
http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin
お問い合わせ（（財）日本テニス協会）
onecoin@jta-tennis.or.jp

（２）練習コートの予約について
原則として選手のみとなります（1 面最大 4 名）
①5 月 18 日（水）12：00～16：30（※有料です／1 人 45 分・1,000 円）
予約は 5 月 11 日（水）11：00 から受付します。TTC（電話：04-7134-3030）へ直接申し込んで下さい
②大会期間中の練習（8：00～8：50、無料）は、当日大会本部でサインをして申し込んで下さい。7：45
から受付します（19 日は 7：30 から練習できます）。試合後の練習については、コートが空いている
場合に有料で受け付けますので、TTC までお問い合わせ下さい
※雨天等の場合は、レフェリーの指示に従って下さい
（３）会場レストランについて
7：00 から 20：00 まで会場レストランをご利用頂けます
（４）ワールドジュニアテニス世界大会代表選考について
本大会 14 才以下の優勝者は、ワールドジュニアテニス世界大会の代表選手に選ばれます（アジア／オセア
ニア予選を勝ち上がった場合のみ）
（５）「ロンジン フューチャー テニス エース 2011～夢のローランギャロス～」について
本大会の出場選手の内、成績上位で日本テニス協会強化本部から選考された男子選手 1 名は、フランス派
遣選手に選ばれます。世界各国から選ばれた 16 名の選手は現地で指導会に参加することができ、ダブルス
のミニトーナメントを通じてローランギャロスでのプレーを経験できます。更に勝者 2 名は 6 月 4 日のド
リームマッチエキシビジョンにアガシ・クーリエ等と出場できるほか、16 才になるまで、毎年奨励金が提
供されます。ツアーには、全仏オープン観覧のほか、パリ観光も含まれています。
①派遣期間：5 月 31 日（火）～6 月 7 日（火）8 日間
②派遣選手：1998 年 6 月 4 日以降出生の男子選手 1 名
③選考基準：成績上位で、日本テニス協会強化本部から選考された選手
④参加条件：日本国籍保有者
パスポート保有者
日本テニス協会の推薦があり、日本国内のランキングを証明する
健康診断書を提出する
同伴者 1 名（英語またはフランス語でコミュニケーションが可能な大人）
※パリのロンジンフューチャーテニスエースに過去に参加したことがある選手は対象外となります。
７．試合上の注意
（１）以下に記載の内容を除き、JTA テニスルールブック 2011 を適用します。
「JTA テニスルールブック 2011」
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を熟読しておいて下さい
（２）本戦は準決勝から、フィードインコンソレーションは決勝をソロチェアアンパイア（SCU）方式とします。
その他の試合はセルフジャッジ方式としますので、ジャッジやスコアを相手に聞こえるようにアナウンス
して下さい。ただし、ロービングアンパイアやレフェリーがオーバールールやフットフォールト他の判定
をすることがあります
（３）試合進行予定表に注意し、自分の試合の予定が掲示されたら、 大会本部でスコアボード用のネーム
プレートとボールを受け取って下さい。
（４）試合前のウォームアップは 3 分とします。またエンドチェンジを 60 秒に短縮する他、セットオールの場合
の休憩はありません
（５）スコアボードはゲーム終了ごとに選手が表示を変えて下さい
（６）試合終了後はスコアボードを試合前の状態に戻し、両選手ともネームプレートとボールを持って大会本部
に報告して下さい
（７）試合中にトラブルが発生した場合は、ロービングアンパイアまたはレフェリーに連絡して下さい。コート
を離れることはできません
（８）服装はテニスウエアを着用して下さい
８．宿泊先での注意
（１）他の宿泊客に迷惑とならないよう注意して下さい。あなたのマナーが悪いと、テニス関係者すべての
マナーが悪いと思われます
（２）貴重品はフロントに預けるなどして、トラブルのないように注意して下さい
９．駐車場について
駐車場は有料となります
・1 日利用・・・500 円
・日替わり利用・・・1,000 円
10．会場並びに宿泊について
（１）会場：財団法人 吉田記念テニス研修センター（TTC）
〒277-0812 千葉県柏市花野井９３６－１
電話：04-7134-3030 FAX：04-7134-1600
交通案内
・常磐自動車道／柏 IC から車で 10 分
・常磐線／柏駅からバスで 15 分、常磐線（千代田線）各駅停車／北柏駅からバスで 10 分
・つくばエクスプレス／柏たなか駅からバスで 5 分、花野井神社バス停下車、徒歩 7 分
※地図等は TTC のウェブサイト（http://www.tennis-ttc.or.jp/contact/access-guide.html）を
ご覧下さい
（２）宿泊：各自で手配して下さい（別紙参照）

以上
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