
注意事項

【受付】

・出場者は各自、事前に集合時間を確認し、遅刻のないように定刻までに受付を済ませてください。遅れた場合は欠場扱いとなります。

　いかなる理由も遅刻は認められませんのでご注意ください。

【雨天などの中止判断】

・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、各自大会当日連絡先に電話確認もしくは

　スポ人　News＆Topicsで確認をしてください。（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）

【試合進行】

・オーダーオブプレーで進行します。控えに入ったら呼び出しをしますので大会本部付近で待機してください。

【欠場連絡】

・やむを得ず欠場する場合は、info2@spojin.com にメールにて大会名、名前、所属、電話番号を記載の上、ご連絡ください。

　大会要項記載、締切日以降のキャンセルはエントリー費の返還はございません。

【会場でのマナー】

・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ボールを使った練習はご遠慮願います。

・会場で出たごみはお持ち帰りください。

【キャンセル待ち】

・試合前日（15時）までにキャンセルが出た場合のみ出場可能です。その場合は、弊社より電話でご連絡いたします。

・キャンセル待ちを辞退される選手は、お手数ですが弊社までご連絡をお願いいたします。 スポコインの返還作業をいたします。

【ジュニアチャレンジマッチランキング】

・大会の成績に応じてポイントを付与します。ランキングは毎週金曜にスポ人サイトで発表します。

【その他】

・天候などにより、試合方法が変更となる場合がございます。

・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。 

・運営スタッフからのルール説明、注意事項は必ずお守りください。

会場案内

場所： ジュンレオテニスアカデミー  （〒243－0402　神奈川県海老名市柏ケ谷587－1）

サーフェス： オムニコート

※会場に関すること以外は、「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。

13時45分

9/4（日）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 神奈川かしわ台9月大会

＜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。

ルール・試合方法

046-236-5502

（12時～17時）

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。

集合時間 集合場所 当日連絡先

10歳以下

12歳以下

13時45分



 



No. rank

1 11 中田 理太郎 青葉台ローンテニス 男性 9

2 823 松本 優輝 男性 7

3 1022 松田 幸尚 女性 9

4

No. rank

1 209 梅澤 慎平 フェリエインドアテニスクラブ 男性 8

2 下田 栞太 男性 10

3 970 三栗 一真 GODAI港北 男性 9

4 415 鈴木 頌啓 シンズあざみ野テニスチーム 男性 7

No. rank

1 216 丸山 穂将 JITC 男性 7

2 1909 植田 未来翔 厚木国際テニススクール 男性 9

3 955 岡田 あやめ ジュンレオテニスアカデミー 女性 8

4 409 石橋 統真 SSAレニックス 男性 7

・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

・BCブロック試合方法は、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の予定 3

・本戦 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 2

11 （当日の参加人数で変動あり）

9/4（日）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 神奈川かしわ台9月大会

10歳以下の部

【2016.8.26付　ランキング適用】

Aブロック 中田 理太郎 松本 優輝 松田 幸尚 勝 敗 順 位

Bブロック 梅澤 慎平 下田 栞太 三栗 一真 鈴木 頌啓 勝 敗 順 位

Cブロック 丸山 穂将 植田 未来翔 岡田 あやめ 石橋 統真 勝 敗 順 位

3,4位優勝

人数ポイント

【ルール・注意事項】 【ランキングポイント配分】

優勝

準優勝

ベスト4

ベスト8



No. rank

1 89 石橋 真理愛 SSAレニックス 女性 10

2 823 長岡 怜旺 TOPインドアステージ氷川台 男性 12

3 駒田 龍磨 ジュンレオテニスアカデミー 男性 12

4

No. rank

1 131 馬場 アリーチェ シンズあざみ野テニスチーム 女性 10

2 695 市川 奏名 SSAレニックス 男性 12

3 1674 金本 夢菜 GODAIテニスカレッジ港北校 女性 12

4

No. rank

1 164 羽倉 拓海 BEAT TENNIS CLUB 男性 11

2 464 瀬田 鈴 コートピア大泉 女性 12

3 1478 芝山 璃菜 橘テニスアカデミー 女性 11

4

No. rank

1 183 松本 秀幸 イラコテニスカレッジ 男性 10

2 鈴木 莉緒 南町田インターナショナルテニスカレッジ 女性 10

3 1410 殿原 歩叶 ファーイーストJr.TA 男性 11

4 210 大澤 拓真 東急あざみ野テニスガーデン 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 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の予定 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）

大澤 拓真 勝 敗 順 位

【ルール・注意事項】 【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

人数ポイント

Dブロック 松本 秀幸 鈴木 莉緒 殿原 歩叶

順 位Cブロック 羽倉 拓海 瀬田 鈴 芝山 璃菜 勝 敗

Bブロック 馬場 アリーチェ 市川 奏名 金本 夢菜 勝 敗 順 位

9/4（日）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 神奈川かしわ台9月大会

12歳以下の部

【2016.8.26付　ランキング適用】

Aブロック 石橋 真理愛 長岡 怜旺 駒田 龍磨 勝 敗 順 位


