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TAP JAPAN OPEN 2020　大会要項 

  1.　目　　的　　 アジアオセアニア地域で初めて開催される身体障がい者の競技性の高い立位テニスの 
　　　　　　　　　世界大会です。東京オリンピック・パラリンピック直前の日本での開催は、立位テニス 
　　　　　　　　　競技の認知を世界的に向上させ、競技者の獲得、レベルアップに繋がります。世界各地 
　　　　　　　　　で研鑽を積んでいる競技者を始め、大会関係者、観戦者を含め全ての方との国際交流の 
　　　　　　　　　機会となり、障がいへの相互理解の場となることを目指します。 
　　 
  2.　主　　催　　　一般社団法人　日本障がい者立位テニス協会　（JASTA） 

  3.　後　　援　　　公益財団法人日本テニス協会・ 
　　　　　　　　　　千葉県・成田市・成田市教育委員7 

  4.　協　　賛　　　  テルモ株式会社 ・インフォテック・サービス株式会社 
　　　　　　　　　　 BNPパリバ・グループ（予定）・タムラクリエイト株式会社・ 
　　　　　　　　　　東洋アルミニウム株式会社（予定）・ 
　　　　　　　　　　ヨネックス株式会社・ブリヂストンスポーツ株式会社・ 
　　　　　　　　　　ウィンザー商事株式会社（予定） 

  5.　協　　力　　　日本女子テニス連盟千葉県支部・国際医療福祉大学（予定） 

  6.　日　　時　　　事前練習　2020年5月20日（水）～21日（木） 
　　　　　　　　　　　20日（水）12：00～16：00　（3面のみ） 
　　　　　　　　　　　21日（木）12：00～16：00　（3面のみ） 
　　　　　　　　　  大　　会　2020年5月22日（金）～24日（日）※時間は目安です 
　　　　　　　　　　　22日（金）受付開始　9：30～　開会式　10：00～　終了予定　17：30 
　　　　　　　　　　　23日（土）試合開始　9：30～　終了予定　17：30 
　　　　　　　　　　　24日（日）試合開始　9：30～　閉会式　16：00～ 

  7.　会　　場　　　成田市中台運動公園テニスコート（オムニコートNo.1～８） 
　　　　　　　　　　　　〒286-0015 千葉県成田市中台5丁目2番地 
　　　　　　　　　　　　※公園無料駐車場あり（野球場側）混雑予想のため乗り合いが望ましい 
　　　　　　　　　　　　申し込み書の交通手段欄に自家用車にチェックを入れること 
　　　　　　　　　　24日（日）のみ雨天予備会場 
　　　　　　　　　　Ken’sインドアテニススクール成田（人工芝コート2面・オールコートシューズ推奨） 
　　　　　　　　　　　　〒286-0029　千葉県成田市ウィング土屋156番2号 
　　　　　　　　　　　　※無料駐車場あり　台数が限られるため、乗り合いが望ましい 

  8.　参加資格　　　身体障害者手帳を保有し、肢体に障がいがある方で大会期間3日間とも参加できる方 
　　　　　　　　　（四肢のいづれかの切断、欠損、片麻痺、四肢麻痺、先天性の奇形） 
　　　　　　　　　※JASTA主催大会に2回目以降参加される方は、JASTA CLUBへ加入していること。 
  9.　カテゴリー　　A1 , A  , B（別表1参照） 
 　　　　　　　　　※エントリー2名以上のカテゴリーは開催、1名のみの場合は、近いカテゴリーに統合 
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10.　カテゴリー　　障がい別に出場カテゴリーを決定する。 
　　　判定　　　　　切断、欠損、奇形の方は別表1を参照の上、申込書にカテゴリーを記入。 
　　　　　　　　　　麻痺の方は、様式2による運動機能測定値を申込書と同時に提出、大会事務局側で 
　　　　　　　　　　障がい（疾病）をベースに運動能力を参考値として出場カテゴリーを決定し、申し 
　　　　　　　　　　込み書記載のメールアドレスにメールで通知する。 
　　　　　　　　　　カテゴリー通知メールを受け取ってから5日以内に申し出た場合に限り、判定カテ 
　　　　　　　　　　ゴリーより上位への出場希望は認めるが下位への出場は認めない。　 
　　　　　　　　　　出場カテゴリーや出場資格の有無が解らない方は、下記大会事務局へ問い合わせる。 

11.　表　　彰　　　各カテゴリー　優勝、準優勝を表彰 

12.　参 加 費　　　 7,000円 

13.　募集人数　　　40名（先着順） 

14.   競技種目　　　シングルス 

15.　競技方法　　　・カテゴリーA1・ A 
　　　　　　　　　　22日（金）予選：ラウンドロビン方式、1セットマッチ 
　　　　　　　　　　ノーアドバンテージ、ゲームカウント6-6の場合、7ポイントタイブレークを適用 
　　　　　　　　　　23日（土）～本戦：トーナメント方式（コンソレーションあり）、1セットマッチ 
　　　　　　　　　　ノーアドバンテージ、ゲームカウント6-6の場合、7ポイントタイブレークを適用 
　　　　　　　　　　準決勝と決勝戦のみ3セットマッチ※1。 
　　　　　　　　※1　セットカウント１-1になった場合、3セット目は10ポイントスーパータイブレーク 
　　　　　　　　　　　を適用する。 
　　　　　　　　　　・カテゴリー B 
　　　　　　　　　　TAP規定のコートサイズ、使用球はオレンジボール（ジュニアと同じ）別表1参照 
　　　　　　　　　　ノーアドバンテージ方式の5ゲーム先取（1ゲーム7ポイント、7ポイント先取）と 
　　　　　　　　　　する。コートサイズと使用球以外はJTAテニスルール 
　　　　　　　 　※　エントリー数、天候、その他やむを得ない事情で試合方法等を変更する場合有り。 

16.　使 用 球 　　カテゴリーA1・A = ブリヂストン　XT-8 
　　　　　　　　　カテゴリーB = ブリヂストン　BBPPS8（オレンジボール） 

17.　審判方法　　ソロチェアアンパイア、セルフジャッジが基本だが、相手のジャッジに対し、不服が 
　　　　　　　　　ある時はアンパイアに確認を求めることができる。 

18.　注意事項　　1）試合は競技本部前の掲示板にオーダーオブプレイを掲出して進行する。 
　　　　　　　 　 2）試合開始から10分以上遅れた場合は試合放棄とみなす。 
　　　　　　　 　 3） 競技進行のため、競技係員の指示に従うこと。 

19.　競技上の　　1）試合中に事故が発生した場合の治療費は原則として競技者の負担とする。ただし、 
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　　　事故　　　　　応急処置のみ主催者側で対処する。 

　　　　　　　　  2）大会開催時間内は主催者側で損害保険に加入する。 

20.　昼　　食　　各自用意のこと。 

21.　予備会場変更　24日（日）の開催場所を予備会場に変更する場合は、前日17時までに決定し、会場 
　　　　　　　　にて通知する他、JASTAのウェブサイト、SNSでも通知する。 

22.　イベント　　出場選手は、同時開催する障がい者理解醸成のためのイベントへの呼び出しに応じ 
　　　協力　　　積極的に協力する。 

23.　申込方法　　大会事務局宛に下記を郵送またはe-mailで送信する。 
　　　　　　　　a 大会申込書 
　　　　　　　　b 身体障害者手帳の等級が記載されているページのコピー※ 
　　　　　　　　c 運動測定シート（麻痺の方のみ必須）※ 
　　　　　　　　d 自己紹介文・顔写真 
　　　　　　　　※bとcは、JASTA主催大会に初めて出場する選手のみ。郵送申し込みの場合は、大会 
　　　　　　　　　当日受付にて返還。メール添付で申し込みの場合は、大会終了後責任を持ってデータ 
　　　　　　　　　消去する。  
24.　支払方法　　大会当日、受付にて参加費を支払うこと。 

25　申込締切　　2020年4月15日（水）必着 

26.　申 込 先　 　〒140-0014　東京都品川区大井４-２６-４ 
　　　　　　　　　一般社団法人　日本障がい者立位テニス協会　（担当：柴谷玲子） 
　　　　　　　　E-mail　info@jastatennis.com 

27.　大会事務局　　〒140-0014　東京都品川区大井４-２６-4 
　　　　　　　　　　一般社団法人　日本障がい者立位テニス協会内　（担当：柴谷玲子） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　090-3918-5148 
別表1 
カテゴリー A1 A B

障がい 
レベル

上肢障がい 
下肢障がい

下肢障がい 
軽度全身の 

運動機能障がい

中度全身の 
運動機能障がい

障がい例 片腕切断・先天性奇形・下腿義
足・装具、片麻痺など

大腿義足・両足の下腿義足・先
天性奇形 

脳性麻痺・片麻痺など

先天性奇形・脳性麻痺 
片麻痺など

コートサイズ 23.8m×8.2m・シングルス（一般と同じ） 18.3m×6.4m・シングルス
使用球 一般球 オレンジボール
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TAP JAPAN OPEN 2020　参加申込書 

申込日　　　2020年　　　　月　　　　日　　　　　　　 

私は本大会開催中のいかなる損失、損害、傷病、肖像権等について損害賠償を大会側に一切請求いたしません。JASTA
が撮影した写真や動画を広報用に使用することを許可します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

※　宿泊予約代行は大会事務局では行いません。別紙推奨ホテルのご案内を参考に各自でご予約ください。 
※　JASTA主催の大会に初めて参加される麻痺の方のカテゴリーは、申し込み後に大会事務局が判定し、申し込み時 
　　記載のメアドに通知いたします。カテゴリー通知メールを受け取ってから5日以内に申し出た場合に限り、判定 
　　カテゴリーより上位への出場希望は認めます。下位への出場は認められません。 
※　大会詳細からのご連絡は大会事務局より申し込み時記載のメアドにお送りします。  
　　大会事務局（info@jastatennis.com )からのメールが受け取れるように各自設定をお願いします。  

ふりがな カテゴリー※ 
（麻痺以外はいずれかに○）

氏名 A1・A・B

生年月日 　西暦　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　歳） 性別 男　・　女

住所
〒

電話番号

メールアドレス

障がい名

障害等級 　　　　　　　　　種　　　　　　　　　級 血液型
RH   +   ・　ー 
　　　　　　型

障害原因 
（いずれかに○）

先天性　・　事故　 
病気＝脳卒中・脊椎損傷・その他（　　　　　　　　）

いつ 
から 西暦　　　　　年

戦績・ランキング 
（無い場合は空欄）

会員 
番号

JASTA PLAYERSのみ 
  PL -

事前練習日 
（参加する日に○） 参加（  20(水）・21(木））・　不参加 交通 

手段
　自家用車 
　公共交通機関

宿泊（各自予約 
宿泊するホテル、
日程に◯）

する・しない
□　センターホテル成田2R51 
□　リッチモンドホテル成田 
□　その他（　　　　　　　　　）　
　　　　　　　

19日（火）・20日（水） 
21日（木）・22日（金） 
23日（土）・24日（日）

ソーシャルミキサー 参加希望　　・　　不参加
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TAP JAPAN OPEN 2020 

パンフレット用自己紹介文のお願い 

大会当日、皆様にお渡しするパンフレットに、参加選手の紹介を掲載したいと考えております。 
選手紹介ページには、1ページに3～4名の選手の顔写真、障がい名、障がいを持った年、自己紹
介文を掲載予定です。 
普段は一緒に練習する機会の無い初めて会う選手同士でも、せっかく実際に会ったからこそでき
る、例えば、同じ障がい同士のテニスでの工夫の仕方や、義肢装具の使い方から、テニスにも障
がいにも関係なく、仲間同士のコミュニケーションに、この選手紹介ページを役立ててください。
試合をするだけでなく、この大会が選手同士のネットワークが広がる一助となれることを願って
います。 

自己紹介文の内容は下記のような内容をお書き願います。 
・いつから、どんな理由で障がいを持ったか 
・年齢 
・立位テニスをどのように知ったか 
・この大会にかける思い 

※　大会申し込みと同時のご提出をお願いします。ご協力をお願いします。 
　　・自己紹介文（200字程度） 
　　・顔写真（デジタルデータ、解像度300dpi） 

顔写真は、メール添付でデータをお送りください。自己紹介文のみの場合は、郵送、FAXでも受
け付けます。 

お名前

自己紹介文 
（200字程度）
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ソーシャルミキサーについて 

大会前夜に、大会を応援してくださっている協賛企業・団体の方などと、大会出場選手がペアを組んで行う
交流テニスを開催します。会場は、大会の雨天予備会場であるKen’sインドアテニススクール成田です。 

会場はインドアで、人工芝コート2面。予定では、2時間の間に、4ゲーム交代、1コートで3試合程度を行い
たいと考えています。 

日時：2020年5月21日（木）17：00～19：00 
募集：12名（出場選手） 
場所：Ken’s インドアテニススクール成田 
　　　　千葉県成田市ウィング土屋156番2号 
サーフェス：人工芝コート　2面（オムニとは少々違います） 
シューズ：オールコートシューズ推奨 
参加費：無料 
募集人数：12名 

会場へのアクセス 

電車の場合 
ＪＲ成田駅・京成成田駅よりイオンショッピングセンター行きのバス約８分 （１時間に５～６本運行） 
 イオンショッピングセンター成田のバス停下車、徒歩約4分 ケースデンキ様、ヤマダ電機様の並び 

車の場合 
東関東自動車道「成田インター」より成田方面に向かって約7分、国道1号線「土屋交差点」より約5分 
イオンシッピングセンター成田よりすぐ 
※会場には無料駐車場がございますが、台数に制限があるため、できる限り乗り合いなどにご協力ください。

申し込み方法 
「TAP JAPAN OPEN 2020　参加申込書」の表の一番下にある「ソーシャルミキサー」の欄に、参加希望
に◯印をつけてください。お申し込み先着順となります。参加人数も限りがございますので、ご希望に添え
ない場合もございますことを予めご了承ください。 
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TAP JAPAN OPEN 2020　推奨ホテルのご案内 

　会場近辺で宿泊をお考えの方に、大会事務局では成田駅近くの2つのホテルを推奨いたします。
できるだけ皆さんに同じホテルを利用して頂いた方が緊急連絡や、一斉移動などがしやすくなり
ます。自家用車で来られる選手は、車の無い他の選手を乗せて会場などへの移動のご協力をお願
いします。 

円滑な大会運営のため、なるべく推奨ホテル利用にご協力ください。また、大会事務局では予約
代行をいたしませんので、下記をご参考に各自で宿泊のご予約のうえ、大会参加申込書の宿泊記
入欄へのご記入をお願いします。 

推奨ホテル以外にご宿泊予定の方は、その旨大会事務局までお知らせください。 

センターホテル成田2R51 
https://www.c-hotel.jp/r51/ 
〒286-0033　千葉県成田市花崎町798-10　TEL 0476-23-1112 

お一人での宿泊にオススメ、2019年オープンで最新設備。リーズナブル＆コンパクト 
無料の敷地内平場駐車場有り、荷物の移動が楽。コインランドリー有り 

・スマートダブル（1名～2名、1名利用にオススメ） 
・ダブル（2名利用、スマートダブルより若干ベットの幅が広い） 
・ツイン（2名利用、2室のみ、ベッドが2つある） 
・バリアフリー室（車いす対応で2つベッドがある、1室のみ） 

リッチモンドホテル成田 
https://richmondhotel.jp/narita/ 
〒286-0033　千葉県成田市花崎町970　TEL 0476-24-6660 

ちょっとゆったりした部屋に泊まりたい人、家族連れ、大人2～3名同室希望の方にオススメ 
駐車場は立体駐車場（1泊900円/台）、コインランドリー有り 

・シングル（1名利用） 
・ツイン（2名＋1名（エキストラベッド）で3名まで利用可） 
・他にも様々なお部屋の種類があります 


