
 

主　　　催 株式会社クリヤマスポーツプロモーションズ

会　　　場 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ（砂入り人工芝）

集 合 時 間 ８時５０分（開始９時００分～１3時００分終了予定）　
【雨天中止→８時００分に決定/ホームページ『レッスン情報』よりご確認ください。】

試 合 方 法 予選　１ブロック4チームによるリーグ戦
本戦　各ブロック１位、2位の4チームによる決勝トーナメント
　＊コンソレーション（各ブロック3位、4位のトーナメント）は試合進行によって行います。
　＊全試合６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）
　＊参加組数により変更する場合があります。
　＊試合前のウォーミングアップは初戦のみ５分間の練習があります。２試合目以降はサービス４本となります。
　 

表　　　彰 １位、２位トーナメント優勝者・準優勝者　(参加組数により変更になる場合がございます。)

募 集 組 数 女子ダブルス8組（最少催行数４組）

参 加 資 格 フリー    

＊2023年度大会よりステージ4はどなたでもエントリー出来ます。

＊参加資格ポイント数は試合数によって、変更になる場合がありますのでご了承ください。

＊2023年度大会のステージ5で1度でも優勝された方は、ステージ5には申込みが出来ません。
※3月マスターズ大会はステージ4と5の合同開催となります。(マスターズ大会要項参照)

参　加　料 １組２名様　8，250円（税込）　

締　　　切 抽選申込締切は、日程表の「抽選申込期間」をご参照ください。
但し、抽選締切期日を過ぎても定員組数に満たない場合、申込は可能となります。
その場合は先着順となり、定員に成り次第締め切らせていただきます。
　＊１週間前よりキャンセル料が掛かりますのでご了承ください。　【キャンセル料：１週間前～１００％】
　＊最少催行組数に満たない場合の中止決定は開催日の1週間前に判断し、ホームページにて掲載致します。

申 込・抽選 ・インターネット(http://www.jitc.jp/tennis-event)での申込となります。24時間受付可能♪
について 　【電話での受付は致しておりません。】

・申込の際はペアの電話番号及びJITC会員様はクラスをご記入ください。初参加の方は戦績があればご記入下さい。
・申込後のペアの変更は1回のみ可とします。
・申込が定員組数を超えた場合、抽選とさせていただきます。
  (抽選にて出場8組とキャンセル待ちの順番を決定)
・抽選の参加受付期間は、年間日程表欄の【抽選申込期間】をご参照ください。
・抽選結果の発表はＪＩＴＣの館内の掲示版及びＪＩＴＣのホームページに掲載いたします。
・抽選の受付期間を過ぎてからのお申込みに関しましては、先着順で承ります。
・マスターズは、申込ペアの中からポイント獲得数ランキング上位順にて決定します。
・月大会が2回ある場合は、ステージに関係なく２回目の大会抽選は、その月の初エントリーチーム
  が優先となります。

キャンセルが キャンセル待ちの方で申込時にご登録頂いた電話番号に順次ご連絡致します。
出た場合の連絡 但し、大会開催日間近におきましては連絡がつかない場合、即時次の方に回させて頂きますのでご了承下さい。

お　願　い ・駐車場が狭い為、公共交通機関のご利用をお願い致します。
・ＪＩＴＣホームページにランキング表(氏名)、また優勝者の方の写真を掲載いたします。ご了承ください。
＊大会運営及び施設内でのコロナ感染防止対策にご協力をお願い致します。

お申し込み 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ
お問合わせ 〒152-0023　　　東京都目黒区八雲3-23-7  

ＴＥＬ　03-3723-3911　ＦＡＸ03-3723-3913

ステージ４

ステージ５ 22年度大会の個人合計獲得ポイントが5ポイント以上は不可

参加制限なし(フリー)

このトーナメントはKSP CUP独自のランキングシステムによるポイント制の試合です。

ステージ4とステージ5の2つのステージで試合を開催します。

2023年度大会より、試合出場資格ポイントが大きく変わります。

獲得ポイント上位者によるマスターズ大会も開催!!



■2023年度大会日程表(予定) 2023/4月～2024/3月

ステージ

第1回 4 (月) (火) ～ 3月21日 (火) (木)

第2回 5 (月) (土) ～ 4月8日 (土) (月)

第3回 4 (月) (土) ～ 4月15日 (土) (月)

第4回 5 (月) (月) ～ 5月8日 (月) (水)

第5回 4 (月) (月) ～ 5月15日 (月) (水)

第6回 4 (月) (木) ～ 6月8日 (木) (土)

第7回 4 (月) (木) ～ 6月15日 (木) (土)

第8回 5 (月) (火) ～ 8月8日 (火) (木)

第9回 4 (月) (火) ～ 8月15日 (火) (木)

第10回 4 (月) (金) ～ 9月8日 (金) (日)

第11回 4 (月) (金) ～ 9月15日 (金) (日)

第12回 5 (月) (日) ～ 10月8日 (日) (火)

第13回 4 (月) (日) ～ 10月15日 (日) (火)

第14回 4 (月) (水) ～ 11月8日 (水) (金)

第15回 4 (月) (水) ～ 11月15日 (水) (金)

第16回 5 (月) (金) ～ 12月8日 (金) (日)

第17回 4 (月) (金) ～ 12月15日 (金) (日)

第18回 4 (月) (金) ～ 1月12日 (金) (日)

第19回 4 (月) (金) ～ 1月19日 (金) (日)

マスターズ (月) (木) ～ 2月23日 (金) (日)

＊ マスターズ大会のみ予備日があります。 予備日：3月18日（月）

　　　＊第15回大会と第18回大会の開催日が変更となっております。(2023.3.12修正)

■ポイント表

※ポイントはペアではなく、それぞれ個人に加算されます。

１位

20ポイント

※2024年3月のマスターズ大会ポイント表

■ポイントについて

　＊獲得ポイントによっては出場ステージの入れ替えがございます。

6月12日 5月1日 5月10日

年間ポイント

マスターズ大会ポイント

１位 3位～4位

12ポイント 4ポイント

2ポイント

6ポイント

2位

ステージ5

ステージ4

7月10日 6月1日

5月8日 4月1日 4月10日

5月22日 4月1日 4月17日

開催日 抽選申込期間 抽選結果発表日

2023年4月17日 2023年3月14日 2023年3月23日

6月10日

6月26日 5月1日 5月17日

10月16日 9月1日 9月10日

11月27日 10月1日 10月17日

7月24日 6月1日 6月17日

9月11日 8月1日 8月10日

10月23日 9月1日 9月17日

10月1日 10月10日

3月11日 2月1日 2月25日

9月25日 8月1日 8月17日

12月4日 11月1日 11月10日

2024年1月15日 12月1日 12月10日

12月18日 11月1日 11月17日

11月13日

1月29日 12月1日 12月17日

2月19日 1月5日 1月21日

2月5日 2024年1月5日 2024年1月14日

2024年度大会の出場ステージ

2023年度大会の出場ステージ 2022年度（2022年4月～2023年3月）までの個人ポイントの合計が反映

2023年度（2023年4月～2024年3月）までの個人ポイントの合計が反映

4ポイント １ポイント

２位

5ポイント

3位～4位

10ポイント



 

主　　　催 株式会社クリヤマスポーツプロモーションズ

会　　　場 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ（砂入り人工芝）

集 合 時 間 ８時５０分（開始９時００分～１5時００分終了予定）　
【雨天中止→８時００分に決定/ホームページ『レッスン情報』よりご確認ください。】

試 合 方 法 ＊予選　１ブロック3チームによるリーグ戦 
＊本戦　各ブロックの１位、2位、3位の4チームによる決勝トーナメント 　　　
＊コンソレーションあり。 
＊全試合６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 
＊参加組数により変更する場合があります。 
＊試合前のウォーミングアップは、初戦のチームは５分の練習、２試合目以降は サービス４本となります。
　

表　　　彰 １位、２位トーナメント優勝者・準優勝者　(参加組数により変更になる場合がございます。)

募 集 組 数 女子ダブルス12組（最少催行数４組）

参 加 資 格 ①  2023年度(2023年3月マスターズ～2024年2月)大会に出場された事のある方

②  ①の中からペアの合計ポイントの上位12組 (12組の定員に満たない場合、ポイント0でも参加可能)

　　
参　加　料 １組２名様　8，250円（税込）　

締　　　切 ＊申込締切は、日程表の「抽選申込期間」をご参照ください。
　 但し、抽選締切期日を過ぎても定員組数に満たない場合、申込は可能となります。
   その場合は先着順となり、定員に成り次第締め切らせていただきます。
＊１週間前よりキャンセル料が掛かりますのでご了承ください。　【キャンセル料：１週間前～１００％】
　 予備日をキャンセルされる場合もキャンセル料が掛かりますのでご注意ください。
＊最少催行組数に満たない場合の中止決定は開催日の1週間前に判断し、ホームページにて掲載致します。

申 込・抽選 ・インターネット(http://www.jitc.jp/tennis-event)での申込となります。24時間受付可能♪
について 　【電話での受付は致しておりません。】

＊申込締切後のペア変更は出来ません。予めご了承ください。
　　ただし、予備日に延期となった場合のみ、ペア変更は可能となります。(ただし、参加資格のある方で1回のみ)

＊13組以上のお申し込みがあった場合
　①2023年度大会(2023年3月マスターズ大会～2024年2月)までの合計ポイント上位ペア
　　 から出場確定
　②同じ合計ポイントの組同士で抽選をし、出場確定又はキャンセル待ちの順番確定

＊結果の発表はＪＩＴＣの館内の掲示版及びＪＩＴＣのホームページに掲載いたします。
＊受付期間を過ぎてからのお申込みに関しましては、先着順で承ります。

キャンセルが キャンセル待ちの方で申込時にご登録頂いた電話番号に順次ご連絡致します。
出た場合の連絡 但し、大会開催日間近におきましては連絡がつかない場合、即時次の方に回させて頂きますのでご了承下さい。

お　願　い ・駐車場が狭い為、公共交通機関のご利用をお願い致します。
・ＪＩＴＣホームページにランキング表(氏名)、また優勝者の方の写真を掲載いたします。ご了承ください。
＊大会運営及び施設内でのコロナ感染防止対策にご協力をお願い致します。

お申し込み 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ
お問合わせ 〒152-0023　　　東京都目黒区八雲3-23-7  

ＴＥＬ　03-3723-3911　ＦＡＸ03-3723-3913

マスターズ大会もポイントが付きます。

2024年マスターズ大会

のポイントは

2024年度大会に反映されます。


