
ルール・試合方法

・ドロー表に記載しておりますので、ご確認をお願いします。

注意事項

・出場者は各自、事前に集合を確認し、遅刻のないように定刻までに受付を済ませてください。

・当日の練習コートはございません。また、会場内でのボレーボレーなどの練習はご遠慮願います。

・雨天、コート不良などによる中止の決定、集合時間変更などは開始1時間前にしますので、各自大会本部に確認してください。

（遠方からお越しの選手も考慮できませんので、ご注意ください）

・天候により、試合方法が変更となる場合がございます。

・会場で出たごみに関してはお持ち帰りをお願いしております。

・カメラマンがコートに入る場合があります。撮影写真の使用権は主催者に帰属します。

　写真をHP等に掲載する場合がありますので、写真の削除をご希望の方はご連絡下さい。 

・試合に出場される選手、父兄の方は、2ページ目の「お願い」をご一読してください。

会場案内

場所： ニューサンピア  　 群馬県高崎市島野町１３３３

会場ホームページ：

サーフェス： ハードコート

※会場に関すること以外は、下記の「ファイブフォー株式会社スポ人大会事務局」までお問合せ下さい。

必ず住所をご確認の上、来場ください。

お問い合わせ

大会開催前までの連絡先（平日10時～17時まで）

ファイブフォー株式会社　TEL: 03-6455-0462　 FAX: 03-6869-1484　　メール　：　tour2@spojin.com

※　当ドローは選手の参加状況により、当日まで変更の可能性がございます。

6/25（土）スクスクのっぽくんカップ　ジュニアチャレンジマッチin群馬高崎6月大会

10歳以下 12歳以下
集合時間

＜インフォメーション及び　ドロー＞

選手の皆様 この度は「スクスクのっぽくんカップ」にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。

ドロー、集合時間含めまして各選手、ご確認くださいますようお願いいたします。

＊集合時間までに本部に出欠を届けてください。集合時間に届出がない場合、欠場扱いとさせて頂きます。

8:45 8:45

集合場所

当日連絡先

3ページ目に記載

070-6553-9008（7時～17時）



  選手及び保護者の皆様へのお願い

　本大会は、関東テニス協会公認の大会ではありませんが、これから公認大会に出場していく意向のある方にとって、

本番の大会に出場する前の、良き練習の場にさせて頂きたいと考えております。勿論、すでに公認大会に出場されて

いる方や、その意向がない方も歓迎しております。

　その為、大会の運営や、選手自身の試合進行の方法等を、公認大会に沿った形式で行ないたいと考えております

ので、選手及び保護者の方は、下記の注意事項を良くお読みいただき、大会当日にご参考にして頂ければ幸いです。

１、オーダーオブプレーについて

・各コートに入る順番を、本部付近のオーダー表に張り出しますので、控えに名前が入り次第、

すぐに本部までボールを取りに来てください。

・本部の方から、選手を呼び出す方式での進行方法は取りませんので、常にオーダー表に名前が張り出されていな

いか、確認をしてください。

・控えの選手は、自身の試合の前に入っている選手の試合が終わり次第、すみやかにコートに入り、

試合を開始してください。

２、試合の進行方法について

・本大会はセルフジャッジです。アウト・フォールトのコール及びサインを明確に、相手選手に伝えるようにしましょう。

・サーバーはポイントのコールを行なってから、ポイントを開始するようにしましょう。

・途中でポイントやジャッジで不明な点が出てしまった場合は、間違いを正してからポイントを行ないましょう。

また、お互い分からない場合は、すぐに近くの運営委員まで届け出るようにしましょう。

３、コーチングについて

・試合進行中に、外部から選手へのアドバイスやサイン等による指示は禁止されております。

（拍手は禁止されておりません）

・ポイントやゲームの間違い等で、進行が止まっている状況でも、アドバイスはせず、

近くにいる係員を呼ぶように注意してください。





No. rank

1 298 泉 大夢 上野山テニススクール 男性 7

2 1211 富田 あさひ 藤岡テニスジュニア 女性 9

3 一木 奏志 ミナミグリーンテニスクラブ 男性 7

4 682 田中 龍之介 上野山テニススクール 男性 9

No. rank

1 391 新井 勝也 藤岡テニスジュニア 男性 9

2 783 水出 颯太 上野山テニススクール 男性 8

3 779 田嶋 柚良 チサンテニスクラブ岡部 女性 9

4 427 一倉 和貴 ミナミグリーン 男性 9

・予選リーグ後、順位別トーナメントを行ないます。1,2位トーナメント　3,4位トーナメント 23

・試合方法は、1vs2・3vs4/1vs3・2vs4/の2試合を行います。 16

・順位決定方法は、①勝敗 ②直接対決 ③得失点差 ④ランキング　の順番で決定します。 8

・予選 4ゲーム先取ノーアドバンテージ方式 2

・本戦 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 6 （当日の参加人数で変動あり）

10歳以下の部

6/25（土）スクスクのっぽくんカップ　ジュニアチャレンジマッチin群馬高崎6月大会

【ルール・注意事項】

順 位Bブロック 新井 勝也 水出 颯太 田嶋 柚良 一倉 和貴 勝 敗

順 位Aブロック 泉 大夢 富田 あさひ 一木 奏志 田中 龍之介 勝 敗

ベスト4

準優勝

【2016.6.17付　ランキング適用】

【ランキングポイント配分】
優勝

3,4位優勝

人数ポイント



No. RANK

1 21 泉 浩大 上野山テニススクール 男性 9

2 391 樋口 眞葵 チサンテニスクラブ 女性 9

3 大纒 三奈 宇都宮テニスクラブ 女性 10

4

No. RANK

1 137 田中 優翔 TAI Tennis School 男性 7

2 289 富田 一星 高崎テニスクラブ 男性 11

3 1234 藤澤 風花 上野山テニススクール 女性 11

4

No. RANK

1 193 大野 真寛 上野山テニススクール 男性 10

2 268 馬場 貴大 三条ファミリーTC 男性 9

3 751 水出 駿希 上野山テニススクール 男性 11

4

No. RANK

1 221 佐藤 怜 春野インドアテニスステージ 男性 9

2 1055 島田 涼汰 チサンテニスクラブ岡部 男性 10

3 661 大塚 悠月 上野山テニススクール 女性 12

4 241 澤入 春斗 グランドFテニスクラブ 男性 11

・予選リーグ後、順位別トーナメントを行ないます。1,2位トーナメント　3,4位トーナメント 38

・Dブロック試合方法は、1vs2・3vs4/1vs3・2vs4/の2試合を行います。 26

・順位決定方法は、①勝敗 ②直接対決 ③得失点差 ④ランキング　の順番で決定します。 13

・予選 4ゲーム先取ノーアドバンテージ方式 5

・本戦 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 3

11 （当日の参加人数で変動あり）

【2016.6.17付　ランキング適用】

6/25（土）スクスクのっぽくんカップ　ジュニアチャレンジマッチin群馬高崎6月大会

12歳以下の部

【ルール・注意事項】

順 位Bブロック 田中 優翔 富田 一星 藤澤 風花 勝 敗

順 位Aブロック 泉 浩大 樋口 眞葵 大纒 三奈 勝 敗

Cブロック 大野 真寛 馬場 貴大 水出 駿希 勝 敗 順 位

Dブロック 佐藤 怜 島田 涼汰 大塚 悠月 澤入 春斗 勝 敗 順 位

人数ポイント

【ランキングポイント配分】
優勝

準優勝

ベスト4

ベスト8

3,4位優勝


