ＵＮＩＱＬＯ Wheelchair Tennis Tour ITF3

DUNLOP KOBE OPEN 2018

大会インフォメーション
■前日練習コート
4 月 26 日（木）

国際

ブルボンビーンズドーム

4面

13:00～18:00

4 月 27 日（金）

国内

屋外コート

2面

14:00～17:00

4 月 29 日（日）

ジュニア

屋外コート

1面

9:00～12:00

※希望者はブッキングのうえ使用してください。使用時間は 1 組 30 分、ボールを 2 個貸し出します。
原則、各クラス専用の練習コートとします。
■練習コート
4 月 27 日（金）～4 月 30 日（月）

1R 試合のプレーヤー 9:00～9:15
2R 試合のプレーヤー 9:15～9:30
※1R、2R に試合のあるプレーヤーを優先します。ボールを 2 個貸し出します。
※前日練習コート以外の練習コートは試合進行状況に応じて決定しますので、
練習コートがない場合があります。

■公開ドローミーティング

シングルス（メイン・セカンド）

4 月 26 日（木） 16:00～ ブルボンビーンズドーム 競技本部

ダブルス(メイン・セカンド)

4 月 27 日（金） 12:00～ ブルボンビーンズドーム 競技本部

■ルール
ITF3 シリーズ大会として「ITF 車いすテニス規則/ Regulations for Wheelchair Tennis 2018」による諸規則（トーナメント諸規則、倫理
規程等）を適用します。
１．IPIN 登録料

ＵＮＩＱＬＯ 車いすテニスツアーの大会のメイン、セカンドドローに参加する選手で、IPIN 登録料を大会会場で支払うことを申請した選手
は、大会本部（ディレクター）へ US25$を納入し、所定の領収書を受け取って下さい。登録料は大会本部より ITF に送金されます。
２．ランキングポイントおよび賞金：
ITF のセットドローサイズは、男子のメイン、セカンドドローはシングルス 16、ダブルス 8 で、ランキングポイントはこの限度で与えられます。
女子は 24 とし、ランキング下位の選手を予選とする。クワッドメインドローは 16 によりポイントが与えられます。
賞金はメインドローのみとしシングルスとダブルスの両方に与えられます。
３．サイン・イン：
１）メイン、セカンドドローの選手は、シングルス、ダブルスともサイン・インしなければなりません。サイン・インは下記の日時までに
本人直接または電話でレフェリーに対してすることになっています。(トーナメント･レフェリー 海原真弓 携帯番号： 090-1480-1121)
ダブルスのペアは、そろって各会場の競技本部でサイン・インしなければ、ダブルスのドローに入ることはできません。
２）サイン・インの締切り時間・場所：
シングルス

4 月 26 日（木） 16 時（午後 4 時） ブルボンビーンズドーム競技本部

ダブルス

4 月 27 日（金） 12 時（午後０時） ブルボンビーンズドーム競技本部

但し BC クラスは、大会参加申込時にダブルスペアが決まっていない選手はサイン・インする事。
BC クラスダブルス

4 月 28 日（土） 1２時（午後０時） ブルボンビーンズドーム競技本部

４．ノー・ショウ：
サイン・インを怠ったり、試合がコールされてから 15 分以内に試合コートに集合しないプレーヤーは、「ノー・ショウ」とみなされ、
レフェリーによって失格させられます。
■試合方法
１．試合形式：
１）メインドロー
２）セカンドドロー

：シングルス

・・・ベスト・オブ・3 セットマッチ（女子の予選につきましては、8 ゲームプロセット）

：ダブルス

・・・ベスト・オブ・3 セットマッチ(1 セットオール後マッチタイブレーク 10 ポイント）

：シングルス

・・・ベスト・オブ・3 セットマッチ

：ダブルス

・・・ベスト・オブ・3 セットマッチ(1 セットオール後マッチタイブレーク 10 ポイント）

３）B・C ドロー

：8 ゲームプロセット

４）コンソレーション

：メインドロー

：3 セットマッチ(1 セットオール後マッチタイブレーク 10 ポイント）

：セカンドドロー

：1 セットマッチ、他のドローは、6 ゲーム先取

５）ジュニアクラス

：本戦・コンソレーション共に、1 セットマッチ

1 セットマッチおよびベスト・オブ・3 セットマッチの各セットはタイブレークセット（マッチタイブレークの場合を除く）で行われるものとします。
２．セットブレーク：3 セットマッチ適用の試合では、１２０秒のセットブレイク・システムを採用します。
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３．オーダー・オブ・プレー：
１）試合は「オーダー・オブ・プレー」によって進行し原則として放送は行いません。26 日以後、毎夕、大会ＨＰ，宿舎に発表します。
２）オーダー・オブ・プレーにより、各プレーヤーは、あらかじめ競技本部受付でボール及びスコアーカードを受け取り、指定された試合コート
近くで待機してください。
４．試合のコール：前の試合が終了した時点を「その試合がコールされた時刻」とみなします。
５．試合コートの移動： 試合の進行状況によっては、あらかじめ指定されていた試合コートを移動することがあります。
６．審判：全試合にロービングアンパイア配置。主審はメインの QF、セカンドの SF より、その他のドローは決勝のみつきます。
チェア・アンパイアのつかない試合は、以下の ITF ルールを適用します。
７．ITF ル－ル「チェア・アンパイアのつかない試合」：

(INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION REGULATIONS FOR WHEELCHAIR TENNIS 2018 VII 16. (d))
チェア・アンパイアなしで行われた試合における争議は、レフェリー（アシスタントレフェリーを含む）がその規定に従って解決するものとする。
８．試合方法の変更： 天候やその他の理由によって試合方法、試合開始時刻、試合コート等を変更する場合があります。
９．試合ボール： メインドローは１マッチ 4 個を使用し、ファイナルチェンジ。その他のドローは 4 個使用、チェンジなし。
１０．コンソレーション： コンソレーションに出場を希望するプレーヤーは、本戦敗退後ただちに競技本部でサインして申し込むこと。
１１．違反行為（反倫理行為）の例：
a）わいせつな、あるいは冒涜的と受けとめられる言葉を発したり、動作をしたりする。
b）ラケット、ボール、またはその他の用具を破損する、または乱用する。
c）対戦相手、大会役員、観客、またはその他の人を言葉や態度で侮辱する。
d）テニス規則、トーナメント諸規則を無意識に、または故意に無視する。
e）コーチングを受ける。
f）不真面目な態度で試合をする。
g）スポーツマンシップに反する行為をする、または態度をとる。
上記の違反行為に対するポイントペナルティスケジュール
1 回目＝警告、2 回目＝失点、3 回目及びそれ以降＝ゲームを失う
4 回目以降の倫理規定違反に関しては、レフェリーの裁量で失格もあり得る。
1２．服装・ロゴの規定： ITF 車いすテニス倫理規程を適用。テニスプレーヤーにふさわしい衣服を着用すること。服装、車いすロゴの適否
はレフェリーが最終的に判断します。原則的にトレーナー、Ｔシャツ、ジムショーツ、タンクトップ、ワイシャツの着用は認めません。
■ブルボンビーンズドーム注意事項
選手の方は、ドーム裏側の専用駐車場に駐車してください。ドーム正面のスペースでの駐停車は厳禁です。雨天の場合は入り口で車輪
を拭き、床面を濡らさないようご注意ください。また、競技用車いすをドームに置いて帰る場合は、必ず、H コート奥に移動させてください。
■西神オリエンタルホテルの駐車のご案内
地下駐車場(収容台数：60 台)が満車の場合、例年ご利用の敷地外駐車場(プレンティー)が工事の為使用できません。代わりの駐車場
といたしまして、同じプレンティー内ではありますが、ホテルより 7～8 分程度移動した場所に、ご用意しております。選手の皆様
には、大変ご不便をお掛け致しますが、諸事情をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。詳しくはホテルのフ
ロントにてご確認ください。
■表彰
１．各クラスの優勝・準優勝者の表彰

4 月 30 日（月） 15：00 よりブルボンビーンズドームにおいて行う予定です。

２．表彰式には、プレーヤー、役員、ボランティアの皆さん、全員参加して盛り上げてください。
３．表彰式で表彰されるプレーヤーはテニスウェア(ウォームアップを含む)を着用してください。
■ドリンクサービス

500cc のミネラルウォーターおよび 500ｍｌのスポーツドリンクを１試合につき１本ずつ支給します。他にミネラルウォ

ーターのサーバーを設置します。
■理学療法サービス 兵庫県理学療法士会スポーツ活動支援部の皆さんによるフィジカルコンディショニングサービスを行います。
場所：ビーンズドームは第 2 会議室（正面奥）
※注意事項を厳守してご利用ください。
■大会期間中の大会本部連絡先 （携帯電話）
トーナメントディレクター

津島 奈美

090-1892-1064

大会本部

国際大会 トーナメントレフリー

海原 真弓

090-1480-1121

競技本部

国内大会 トーナメントレフリー

實正 美知子

090-8574-0149

競技本部

トーナメント事務局

濱田 宗則

090-8376-7231

大会本部

・大会本部専用電話 （0794）-87-0309 4 月 26 日（木）～4 月 30 日（月）
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