
 

 

                                               

2020 年 6 月 5 日 

2020年度日本パデル協会主催大会概要 

 

◆大 会 名 称：  第 4期 ダンロップ ジャパンパデルツアー 

◆共 催：  一般社団法人 日本パデル協会 

◆後 援 ・ 協 賛：   ダンロップ（住友ゴム工業株式会社） 

◆カ テ ゴ リ ー：（1）全日本選手権大会：年間 1回開催 

             ・JPTポイント付与 

・トーナメント方式（3 日間開催予定） 

（2） マスター大会：年間 2回開催予定 

             ・JPTポイント付与 

            ・トーナメント方式（2 日〜3日間開催予定） 

（3） オープン大会：2020年 7月〜2021年 2月末 

・JPTポイント付与 

・トーナメント方式（1 日及び 2日間開催） 

          （4） チャレンジ大会：2020 年 7月〜2021年 2月末各施設自主開催 

            ・JPTポイント付与 

・リーグ戦方式（1日開催） 

◆会 場：    

・関東ブロック（5会場） 

埼玉県所沢市 
所沢フットサルパーク 

東京都練馬区 
パデル東京 

千葉市中央区 
パデル&フットサル 晴れのち晴れ 

東京都品川区 
パデルワン（スポル品川大井町） 

千葉市稲毛区 
GIARDINO 

 

 

・関西ブロック（4会場） 

京都市左京区 
Y'sスポーツガーデンパデル京都 

大阪市東淀川区 
くにじまパデルコート 

奈良市押熊町 
FUTSAL PARK Lateral 奈良 

神戸市中央区 
パデル神戸プラス 

  

 

・中部ブロック（4会場） 

三重県桑名市 
パデル桑名 

三重県名張市 
アリエルパデルクラブ 

三重県鈴鹿市 
ソラナパデルスクール 

愛知県名古屋市 
パデル名古屋 

  

※今後新規パデル施設がオープンした日本パデル協会加盟施設の追加大会が開催されることがあります。 

 



 

 

大 会 要 項 

 

01. 種目およびドローの規模 

・Padel Players System（以下、PPS）の各施設大会概要に明記してエントリー募集 

URLアクセス： https://players.japanpadel.com/ 

 

 （1）全日本選手権大会 

・大会エントリー締切時点のペア合計 JPTポイント上位者から本戦にストレートイン 

・ドロー数別シード数（JPT公式トーナメント競技規則に則る）に応じて JPT ポイント上位シードイン 

 日  時 開催地 ドロー 

男 子 ダ ブ ル ス 
2021 年 3 月 19〜21 日 

パデル&フットサル 
 晴れのち晴れ 

24組 

女 子 ダ ブ ル ス 16組 

   ※予選の可能性あり 

   ※賞金設定予定 

（2）マスター大会 

 ・年間２大会開催し、ドロー数は全日本大会規模とする。 

 ・ドローインに関しては、オープン大会方式を採用する。 

 （3）オープン大会 

・ドロー数別シード数（JPT公式トーナメント競技規則に則る）に応じて JPT ポイント上位シードイン 

・シード外の本戦インは抽選により、ストレートイン 

・予選開催は、各施設大会概要に明記 

 （4）チャレンジ大会 

 ・各施設が 2021年 2月末迄に年間 4程度開催可能 

 ・募集組数に対して、オーバーした場合には、ペア合計 JPTポイント下位優先 

 ・チャレンジ大会に限り、遅刻等の取り扱いは競技規則に準ずるが無効試合実施は施設判断を可能とする。 

 

02. 大会スケジュール（予定） 

  （1）別途年間スケジュール表を参照 

（2）確定スケジュールは各施設開催日 4週前後に正式なご案内をさせて頂きます。 

   (3) 締切日：オープン大会以上は開催日 2週間前、チャレンジ大会開催日 1週間前を基本とする。 

  (4) 予備日は設定なしとする。 

 

03. 雨天実施判断基準 

   (1) 気象庁のサイト（https://www.jma.go.jp/jp/yoho/）を判断基準サイトとする。 

  (2) 大会開催日前日 17時の予報で 70％以上は原則として中止とし、但し開催の判断は施設の判断とする。 

  (3) 台風の接近等による明らかな状況に限り、施設判断で大会開催日の 3日前に中止の判断を可能とする。 

https://players.japanpadel.com/
https://www.jma.go.jp/jp/yoho/


 

 

04.全日本選手権・マスター・オープン大会競技方法 

 （1）トーナメント方式 

 （2）試合方法 

    ◆全日本選手権大会：6ゲームマッチ 3セット（原則 1日 2試合迄） 

    ◆マスター大会：6ゲームマッチ 3セット（原則 1日 2試合迄） 

    ◆オープン大会：4ゲームマッチ 3セットファイナルタイブレーク  

    ※ファイナルタイブレークのみ 10ポイント ※1・2セットは 7ポイントタイブレーク 

    ※ベスト 4以降 4ゲームマッチ 3セット（タイブレーク 7ポイント） 

（3）使用球 

◆全日本選手権大会 ダンロップ PRO PADEL 

◆マ ス タ ー 大 会 Bullpadel PADEL Gold 

◆オ ー プ ン 大 会 ダンロップ PRO PADEL 

※１試合２球を原則とし、６ゲーム３セットのファイナルセットは Newボール２球を使用する。 

※ロストボールの場合は、使用済みセットボールを使う。 

   （4）ドロー数別 JPT ポイント一覧表（JPTポイントは、開催日の 1年後に消滅致します） 

◆全日本選手権大会ポイント 

 

◆マスター大会ポイント（FIP大会含む） 

 

◆オープン大会ポイント

 

05.チャレンジ大会競技方法 

 （1）リーグ戦方式（最小 6組以上） 



 

 

 （2）試合方式及び JPTポイント   

 

   ◆上位トーナメントのみポイント付与、下位トーナメントではポイントは付与されません 

◆リーグ戦：4ゲーム先取セミアドバンテージ、3-3タイブレーク（5ポイント） 

◆トーナメント：6 ゲーム先取セミアドバンテージ、5-5タイブレーク（5ポイント） 

※下位トーはリーグ戦と同じ  

   ※ただし、施設判断により、ゲーム方式/ゲーム数等のルールは変更を可能とします 

◆使用球  ダンロップ PRO PADEL 

 

06.審判方法 

  ・全試合セルフジャッジ方式 

  ・全日本選手権大会ベスト 4以降とマスター大会ベスト 4以降は審判員を立てます 

 

07.競技規程 

 ・JPT 公式トーナメント競技規則 

 

08.FIP大会及び FIP国際ポイントと賞金 

   別紙にてリリース予定 

 

09.参加資格 

 （1）一般社団法人日本パデル協会の一般会員（選手）登録をしている者。 

 （2）一般社団法人日本パデル協会が、主催者推薦招待選手として認められた者。 

 （3）FIP 大会は、海外選手がエントリーする可能性がございます。 

 

10.参加料（税込） 

 （1）全日本選手権大会  9,000円/一人 

 （2）マ ス タ ー 大 会  8,000円/一人 

（3）オ ー プ ン 大 会  5,100円/一人 

  （4）チャレンジ大会  2,000円〜4,000円/一人 

 



 

 

11.申込方法 

 （1）一般会員（選手）登録規程に記載の通り、選手登録し PPSで大会にエントリーします。 

    ※エントリー費用は、大会開催後に決済させて頂きます。 

 （2）一般会員（選手）登録に関して 

    https://players.japanpadel.com/ より無料にて選手登録が可能です。 

    ただし、大会にエントリーされる場合は、有料（3,000円/年間）選手登録をお願い致します。 

    クレジットの場合は、システムにカード登録頂ければ決済可能です。 

     ※カード有効期限の更新はマイページからお願い致します。 

    銀行振込は、協会口座にお振込をお願い致します。入金連絡後に、有料会員に切替致します。 

     ★三井住友銀行  恵比寿支店（支店番号:656）  普通：8940105 

      （シヤ ニホンパデルキヨウカイ）※振込手数料はご負担の程お願い致します。 

 

12.役員 

 トーナメント責任者 日本パデル協会 会長 中塚 浩二 

 トーナメント審判員 日本パデル協会 理事 高松 伸吾 

 トーナメント事務局 日本パデル協会 事務 木村 公彦 

 

13.その他 

 （1）本大会期間中に生じる肖像権ならびに著作権は、すべて一般社団法人日本パデル協会に帰属致します。 

 （2）本大会期間中に、参加者に怪我、事故又は盗難などによって損害が生じたとしても一切の責任 

    を負いません。また、参加者の過失により、会場、他の参加者その他の第三者に損害が生じた 

    場合には、参加者はその損害の全部を賠償する責任を負います。 

 （3）大会期間中は、参加選手に対して広報活動への協力・依頼することがあります。 

 （4）大会期間中は、後援・協賛企業のバナー及びチラシを設置・配布をお願いする場合があります。 

 （5）今後新規パデル施設がオープンした場合に追加大会が開催されることがあります。 

 （6）エントリー締切日に有するポイントでシード権を確定させます。 

 （7）本要項は、やむを得ない事情等により協会、主催者の判断により変更されることがあります。 

  (8) 協会・施設・選手関係者は、別途公開する基本規定等を遵守する。 

 （9）コロナの影響に伴い、別途ご案内する対応・対策をご確認下さい。 

 

※改訂履歴 

版 数 発 行 日 改 訂 履 歴 

第１版 2020年 4月 1日 初版 

第２版 a 2020年 5月 29日 コロナウィルス影響による、日程変更 

第２版 b 2020年 6月 5日 「JPT公式トーナメント競技規則」訂正等 

 

◆お問い合わせ先：  日本パデル協会 事務局 メール：info@japanpadel.com  

https://players.japanpadel.com/

