
JFTP スクールレベル 種目 JFTP スクールレベル 種目 JFTP スクールレベル 種目 JFTP スクールレベル 種目

9月1日 100 （中～中上級) 女子ダブルス 100 （中～中上級) 男子シングルス 50 （初中～中級) 男子ダブルス 150 （中上～上級) MIXダブルス

9月8日 150 （中上～上級) 男子ダブルス 50 （初中～中級) MIXダブルス 500 （オープン)
ソフトテニス

男子ダブルス
200 （中上～上級) 女子ダブルス

9月22日 150 （中上～上級)
4人団体戦

MIXダブルス
100 （中～中上級) 女子ダブルス 150 （中上～上級) 男子シングルス

9月29日 50 （初中～中級) 男子シングルス 150 （中上～上級) 男子ダブルス 50 （初中～中級) 女子ダブルス 100 （中～中上級) MIXダブルス

10月6日 150 （Pクラス以上）
LTC大会

4人団体戦MIX
100 （中～中上級) 女子ダブルス 150 （中上～上級) 男子シングルス 50 （初中～中級) 男子ダブルス

10月20日 150 （中上～上級) MIXダブルス 150 （中上～上級)
4人団体戦

女子ダブルス
250 （中上～上級) 男子シングルス 500 （オープン)

ソフトテニス
男子ダブルス

10月27日 50 （初中～中級) 女子ダブルス 150 （中上～上級) 男子シングルス

11月3日 100 （中～中上級) 男子ダブルス 50 （初中～中級) 女子ダブルス 150 （中上～上級) 男子シングルス 100 （中～中上級) MIXダブルス

11月10日 150 （中上～上級)
4人団体戦

男子ダブルス
500 （オープン)

ソフトテニス
男子ダブルス

200 （中上～上級) MIXダブルス 50 （初中～中級) 女子ダブルス

11月17日 250 （中上～上級) 女子ダブルス 150 （中上～上級)
4人団体戦

MIXダブルス
250 （中上～上級) 男子シングルス 250 （中上～上級) 男子ダブルス

11月24日 150 （中上～上級) 男子シングルス

12月1日 200 （中上～上級) MIXダブルス 50 （Pクラス以下）
LTC大会

4人団体戦MIX
150 （中～中上級) 男子シングルス 100 （中～中上級) 女子ダブルス

12月8日 500 （オープン)
ソフトテニス

男子ダブルス
100 （中～中上級) MIXダブルス 50 （初中～中級) 女子ダブルス 150 （中上～上級) 男子シングルス

12月15日 50 （初中～中級)
4人団体戦

MIXダブルス
150 （中上～上級) 男子ダブルス 100 （中～中上級) 女子ダブルス

12月22日 100 （中～中上級) MIXダブルス

12月29日 150 （中上～上級) 男子ダブルス
500
250

（オープン）
（中上～上級)

年忘れルーセントカップ
MXIダブルス

250 （中上～上級) 男子シングルス 250 （中上～上級) 女子ダブルス

12月30日
500
250

（オープン）
（中上～上級)

年忘れルーセントカップ
男子ダブルス

○　新カテゴリー　

JFTP200・・・250・500で優勝経験がない方が出場可能

LTC大会4人団体戦・・・ルーセントテニスクラブのスクール生の方（休会中の方含む）が対象

LTCジュニア男女混合シングルス小学生オープン・・・ルーセントテニスクラブのスクール生で小学生の方が対象

○　JFTP250の出場規定変更

2019年8月まで、全日本テニス選手権、国体、インカレ、インターハイ、全日本ジュニア（１８歳以下）、

　　　　　　　　　　現役テニスコーチ、全日本ベテラン出場、の方は除く

2019年9月から、全日本テニス選手権・インカレ出場者、現役コーチの方は除く

申込受付開始は2019年7月10日午後20時頃から申込サイトにて

スクールイベント

スクールイベント

★LTCジュニア男女混合シングルス
小学生オープン

★LTCジュニア男女混合シングルス
小学生オープン

12月29日以降、申込受付次期、種目、試合形式、開始時間が変更になる場合があり、順次受付サイトにてお知らせ致します。

スクールイベント

スクールイベント

スクールイベント

スクールイベント

2019年9～12月　FUN TENNIS CUP スケジュール

豊中

★LTCジュニア男女混合シングルス
小学生オープン

奈良八尾 枚方

★LTCジュニア男女混合シングルス
小学生オープン



開始時間

募集組数
（注１）

リーグ戦後トーナメント 原則最低３試合

６ゲーム先取ノーアド／決勝戦のみ６ゲーム先取ノーアド、５オールでタイブレーク

終了時間 ２１時３０分頃終了予定（トーナメントで負けた方はその時点で終了）

ドロー 当日抽選

参加賞 ＬＴＣレッスン１回無料受講券（有効期限１ヶ月、２０１９年１２月まで実施）

個人戦：ダブルス６，０００円・シングルス５，０００円／団体戦：１２，９６０円

　＊ＬＴＣスクール生の方がお一人いれば参加料５００円ＯＦＦ（団体戦は１，０００円OFF)。

ＬＴＣ大会：個人戦：ダブルス３，０００円・シングルス２，５００円／団体戦６，０００円

　＊ＬＴＣスクール生対象（休会中の方も参加できます）。

ＷＥＢ予約（右側ＱＲコード）か、メールでお申し込み下さい。

　＊お電話の場合、仮予約後、メールか申込用紙をフロントにご提出。

フロントで申込受付となります。　

　＊キャンセルが出た際にフロントよりご連絡させて頂きます。

　　ご参加頂ける場合、メールか申込用紙をフロントにご提出。

ＷＥＢサイトでクレジットカード決済、又は大会開始時間までにフロントで現金にてお支払い

　＊ＬＴＣスクール生は大会開始時間までにフロントで現金にてお支払い。

１週間前２０時以降から全額　

　＊出場者の変更は当日まで可能ですが、出場規定の順守をお願い致します。

・２５０・５００を除き、優勝された同グレード・種目・会場で再出場する事は、

　ペアを変えても不可となります。

・別会場であれば、同一グレード・種目で再出場する事が出来ます。

・団体戦は、同グレードか、それ以上のグレードの大会を優勝されている方は不可となります。

・２５０は、全日本テニス選手権・インカレ出場者、現役コーチの方は除きます。

・詳しくはJFTP出場規定（右側QRコード）をご確認下さい。

（注１）団体戦で一勝一敗になった場合、後に終わった試合の勝者をチームの勝者とします。

（注２）出場組数によって変更する場合があります。

（注３）ＬＴＣ枚方は雨天の場合、1位トーナメントのみとなり、２位以下の方は次回参加５００円OFF券をお渡し致します。

（注４）ソフトテニスの大会要項については別紙参照ください。

2019年9～12月　FUN TENNIS CUP 大会要項

八尾（インドア４面） 豊中（インドア４面） 奈良（インドア２面） 枚方（インドア２面アウト１面）

個人１５時３０分／団体1４時 １５時 １６時３０分 １５時３０分

個人戦１６組
団体戦１２組（１組４名）

個人戦１６組
団体戦８組（１組４名）

個人戦８組 個人戦１２組

試合形式
（注２）
（注３）

大会申込受付
サイト

出場規定

参加料金

申込方法
JFTPランキング

サイト

キャンセ
ル待ち

支払方法

JFTP
出場規定

キャンセ
ル料


