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Part of the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour （ＩＴＦ- Ｆｕｔｕｒｅｓ） 

KITAKYUSHU ＯＰＥＮ ２０１９ 大会要項 
International Wheelchair Tennis Tournament 2019 Kitakyushu 

＜ 同時開催 JWTA ランキングﾞ対象大会 北九州車いすテニストーナメント ＞ 
 

大 会 名 カ テ ゴ リ 

KITAKYUSHU OPEN 2019 ～国際車いすテニストーナメント２０１９北九州～ 

UNIQLO 国際車いすテニスツアー 

（ＩＴＦ・フューチャーズ） 

＜ 同時開催：北九州車いすテニストーナメント ＞ JWTA ランキング対象大会 
   

会期  ２０１９年 ３月 １日(金) ～ ３月 ３日(日) ３日間 
   

目的 
 この大会は車いすテニスを通し、障がい者のスポーツ交流と相互理解を深めるとともに、 

基礎体力と精神力の向上を図りながら、健常者と共に社会への参加意欲を高めることを目的とする。 
   

大会会長（予定） 
 

柴田 泰博 
   

大会副会長（予定）  土井 雅嗣 
   

主催  KITAKYUSHU OPEN 実行委員会  アバンタージュ北九州 
   

公認（予定） 
 国際テニス連盟（ＩＴＦ）・日本テニス協会（JTA）・一般社団法人日本車いすテニス協会（ＪＷＴＡ） 

   

特別協賛（予定）  公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団 
   

共催（予定）  北九州市、北九州市障害者スポーツ協会、NPO 法人 九州車いすテニス協会 
   

後援（予定）     

 日本女子テニス連盟福岡県支部、(公財)北九州市身体障害者福祉協会、(福)読売光と愛の事業団、 

(公社)福岡県理学療法士会、(公社)福岡県作業療法協会、(福)北九州市福祉事業団、北九州市教育委員会、 

毎日新聞社、読売新聞社、西日本新聞社、共同通信社、産経新聞社、スポーツニッポン新聞社、 

ＲＫＢ毎日放送、ＦＢＳ福岡放送、ＴＮＣテレビ西日本 
   

協力（予定）    

 ＴＯＴＯ硬式テニス部、 ＴＯＴＯソフトテニス部、 
折尾愛真高等学校テニス部、 折尾愛真中学校テニス部、 折尾愛真高等学校テニス部 OB／OG、 
福岡県青年の会北九州ブロック、 ネッツトヨタ北九州㈱、 ウェルキャブプラザ折尾、 
日本ウイール・チェア㈱九州支店、 北九州市立年長者研修大学校「穴生学舎」、 
㈱オーエックスエンジニアリング九州支店、他 

   

会場（予定） 
 メイン会場：北九州穴生ドーム（砂入り人工芝６面）  北九州市八幡西区鉄竜１－５－２（電話：093-645-6688） 

第二会場：福岡ひびき信用金庫テニスコート（砂入り人工芝２面) 北九州市八幡西区則松（大字）３１−１ 
   

参加資格 
（大会共通事項） 

 
国際テニス連盟（ＩＴＦ）の定める車いすテニス競技参加資格による（車いすテニスハンドブック参照） 

   

セットドロー 

（予定） 

 

 

 

 

 

（IPIN 必要） 

KITAKYUSHU OPEN  

(IPIN 不要) 

北九州車いすﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

男子 

メイン 

男子 

セカンドﾞ 

女子 

メイン 

クァード 

メイン 
 男子Ｂ 

シングルス １６ １６ １６ ８  シングルス １６ 

ダブルス ８ ８ ８ ４  ダブルス ８ 

Waiting List の 

適用について 

 ※男子セカンド、クアードメインの申込みが規定のドロー数を超過する場合、Acceptance List 作成時に Waiting 

List を作成～公開するとともに（NR は大会側抽選)、当該選手には大会側から Waiting の継続または男子 B へ

の変更の是非を確認させていただきます。 

※女子メイン、男子 B においても、申込み超過の場合 Waiting の継続是非を確認させていただきます。 
 

サインイン 

ドロー会議 
（大会共通事項） 

   サインイン ドロー会議 

シングルス ２月２８日（木）１２：００～１６：００まで ２月２８日（木）１６：００から 

ダブルス ３月１日（金）１２：００まで ３月１日（金）１２：００から 
   

KITAKYUSHU 

OPEN 賞金 

 
ＵＳ＄ ３０００ 

   

競技方法 
（大会共通事項） 

 （１）メインドロー、セカンドドローの本戦：シングルス／ノーアド３セット、ダブルス／ノーアド３セット MTB（10） 

（２）男子 B の本戦：８プロセット 

（３）国際テニス連盟（IＴＦ）車いすテニス規則に基づき行なう。 

（４）参加人数、その他理由によっては、ゲーム数等を変更することもある。 

（５）メインドローは QF より審判（CU）を付ける。 

（６）コンソレーションは、試合形式の変更またはキャンセルされる可能性があります。 
   

表彰 
（大会共通事項） 

 
本戦・１位、２位 のみ表彰を行います。   

   

使用球 
（大会共通事項） 

 
YONEX TMP80 マッスルパワートーナメント 
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大会日程 
（大会共通事項_予定） 

 ２月２８日(木) １３：３０～練習コート開放、１２：００～１６：００サインイン、１６：００～ドロー会議 

３月 １日(金)  ９：００～受付、開会式、９：４５～全クラス・シングルス１Ｒ～ 

３月 ２日(土)  ９：００～全クラス・シングルス、全クラス・ダブルス１Ｒ～ 

３月 ３日(日)  ９：００～全クラス・～Ｆｉｎａｌ、表彰式～閉会式 
   

練習コート 
(大会共通事項_予定） 

 
大会期間中の練習会場：北九州穴生ドームならびに福岡ひびき信用金庫テニスコート 

   

競技上の注意 
(大会共通事項） 

 （１）オーダー・オブ・プレーを厳守のこと。 ※１５分以上の遅刻で失格。 

（２）競技の円滑な進行のため、競技委員の指示に従うこと。             

（３）本大会ではイベント保険に加入しますが、保険適用範囲外での責任を負うことはできません。 
   

エントリー費 
(大会共通事項） 

 KITAKYUSHU OPEN￥１５，０００、 北九州車いすテニストーナメント￥１０，０００ 
※保険料を含みます。  

   

申込方法 
(大会共通事項） 

 申込書に必要事項を記入のうえ振替明細を添えて、以下申込先に郵送してください。 

※参加当日の支払いは一切認めず、参加も認めることは出来ません。 

■郵便振込先  口座番号：０１７３０－０－８０７２３ 加入者名：ＡＶＡＮＴＡＧＥＵＸ北九州 

 

■銀行振込先  三菱ＵＦＪ銀行(北九州支店) 店   番：６５０  普通＿口座番号：０８９５５５４ 

加入者名：ＡＶＡＮＴＡＧＥＵＸ北九州 

 
【申込先／大会事務局】 〒803-0826 北九州市小倉北区高峰町 5-37- 105 小林昌俊 宛 

Tel:090-8354-4092  Tel：093-582-5972 E-mail:avantage@nifty.com 
   

締め切り 
(大会共通事項） 

 ２０１９年２月１日（金）必着分まで。 
※締め切り後の申し込みは受け付けることが出来ません。 

   

 

オフィシャル 

ホテル 

 
(大会共通事項） 

オフィシャルホテルは、

駐車台数等に制限が

有るため、お車でお越

しの方で当該ホテルを

希望される場合は別添

の注意事項をご確認く

ださい。 

 
■東横イン小倉駅南口（送迎希望者様向け） 

北九州市小倉北区京町 3-14-6 TELｊ：093-511-1045  FAX：093-511-1044 

■アルクイン黒崎 PLUS〔新館〕（駐車場台数制限あり） 

   北九州市八幡西区黒崎 2-10-2 TEL：093-632-8700 

■JR 九州ステーションホテル小倉（駐車場台数制限あり） 

北九州市小倉北区浅野 1 丁目 1 番 1 号 TEL 093-541-7111 

 ※ホテル↔会場間の送迎（無料）は東横イン小倉駅南口のみで行います。 

 ※ご予約は選手各自でお願いします。（予約の際は、『KITAKYUSHU OPEN 参加』と申し添えてください） 

 ※宿泊費用の清算は選手各自でお願いします。 

 ※オフィシャルホテルには予定連絡等の掲示を行います。 

   

送迎 

 
(大会共通事項） 

 ※送迎を希望される選手の方は、申し込み用紙の交通手段の欄に必ず記入をお願いします。 

※送迎は大会前日の２月２８日（木）からとします。それ以前は公共交通機関をご利用ください。 

※大会前日含む大会期間中の北九州空港および福岡空港からの送迎時間と費用は以下のとおりです。 

■北九州空港→会場         １３：００出発 の１便（往復送迎代２０００円／人） 

■福岡空港→会場        １４：００出発 の１便（往復送迎代３０００円／人） 
   ■東横 INN 小倉南口→会場  １４：００出発 の１便（無料） 

     

オフィシャルサイト  http://kitakyushu-open.o.oo7.jp/ 
問合せ先 

トーナメントディレクター 

 
小林 昌俊 

〒803-0826 北九州市小倉北区高峰町 5-37- 105 

Tel:090-8354-4092  Tel：093-582-5972 E-mail:avantage@nifty.com 

トーナメントレフェリー  川上由紀子 Tel:090-7252-1023  E-mail: kawakami6665@yahoo.co.jp 

アシスタントレフェリー  田中 信子 Tel:090-2564-8304  E-mail: nobtan@suite.plala.or.jp 
   

 

その他 

 
(大会共通事項） 

 （１）参加費用を何人分かでまとめて振り込む場合は申込用紙と一緒に内訳を明記の上、郵送をお願いします。 

（２）キャンセルされた場合、２月２２日（金）までに連絡があれば、手数料１０００円を差し引いて返金します。 

それ以降は返金されません。 

（３）メインドロー以外の単複ドローサイズは締め切り後に最終決定します。 

（４）大会期間中、会場施設内において無料の理学療法サービスを行います。（９：００～１７：００） 

（５）賞金支払い３月２日（土）１３：００～１７：００、３月３日（日）の大会終了後３０分まで （トーナメントデスク） 

 ※賞金、副賞などの後日送金や第三者に託すなどの行為は一切行いません。 

（６）KITAKYUSHU OPEN（メイン、セカンド）に参加希望する全ての選手はあらかじめＩＰＩＮ登録が必要です。 

（７）事前に穴生ドームにテニス車を送る場合の指定事項（ヤマト・日通・佐川＿共有） 

   ■日にち指定：２／２８（木）■時間指定：１４：００－１６：００ 

■送り先指定：〒８０６－００５８ 北九州市八幡西区鉄竜１－５－２ 北九州穴生ドーム気付 小林昌俊宛 

（携帯：０９０－８３５４－４０９２）   

http://kitakyushu-open.o.oo7.jp/

