
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： アクティブテニス幸手　（0480-42-2224）  埼玉県幸手市権現堂５８７－１

サーフェス： クレーコート

※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。

練習コート　7:45～8:30　で開放しますので希望者は大会本部まで。

14歳以下

10歳以下

12歳以下

14歳以下の集合時間が変更になっておりますのでご注意ください。
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＜インフォメーション及び　ドロー＞

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。

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。

8時30分

集合時間 集合場所 当日連絡先 ルール・試合方法

8時30分

10時30分

0480-42-2224
（7時30分～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。





No. rank

1 59 小島 涼太郎 グリーンテニスプラザ 男性 9

2 1289 大滝 莉央 アクロステニスアカデミー 女性 7

3 中多 伸介 男性 10

4

No. rank

1 937 井原 朱里 女性 9

2 1265 草島 健太 テニスクラブNASこしがや 男性 9

3 飯尾 颯良 無所属 男性 9

4

No. rank

1 1142 坪内 千名 リバーテニスクラブ 女性 10

2 中台 侑彩 松原テニスクラブ印西 女性 10

3 1373 杉山 結彩 アクティブテニス幸手 女性 9

4 #REF! 中島 奏 上尾テニスクラブ 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

・C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

6 （当日の参加人数で変動あり）

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

Cブロック 坪内 千名 中台 侑彩 杉山 結彩 中島 奏 勝 敗 順 位

順 位Bブロック 井原 朱里 草島 健太 飯尾 颯良 勝 敗
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10歳以下の部

【2016.10.28付　ランキング適用】

Aブロック 小島 涼太郎 大滝 莉央 中多 伸介 勝 敗 順 位



No. rank

1 72 田中 優翔 ETC 男性 8

2 790 青原 洸哉 初石テニスクラブ 男性 10

3 西川 大耀 男性 12

4

No. rank

1 110 田中 勝翔 ETC 男性 8

2 574 古屋 遼真 オールウェーズ 男性 11

3 1764 鈴木 悠斗 ウイングローバルテニスアカデミー南栗橋 男性 11

4

No. rank

1 176 加羽澤 龍之介 Fテニス 男性 9

2 380 田中 俊輔 VIP　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 男性 11

3 1326 三村 芽以 ALWAYS TENNIS SCHOOL 女性 11

4

・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

・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。 26

・予選 4ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 13

・本戦 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 5

3

6 （当日の参加人数で変動あり）

11/3（木祝）スクスクのっぽくんカップ　ジュニアチャレンジマッチ　埼玉幸手11月大会

12歳以下の部

【2016.10.28付　ランキング適用】

Aブロック 田中 優翔 青原 洸哉 西川 大耀 勝 敗 順 位

Bブロック 田中 勝翔 古屋 遼真 鈴木 悠斗 勝 敗 順 位

Cブロック 加羽澤 龍之介 田中 俊輔 三村 芽以 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

1 390 杉山 莉音 アクティブテニス幸手 女性 13

2 782 高橋 明翔 男性 13

3 1656 桑子 理実 ロコテニススクール 男性 13

4

予選1位

予選2位

予選3位

・予選リーグ後、予選2位と3位が対戦し、その勝者が1位と対戦して順位を決定します。 63

・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。 42

・予選 4ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定 5 （当日の参加人数で変動あり）

・本戦 6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式の予定

11/3（木祝）スクスクのっぽくんカップ　ジュニアチャレンジマッチ　埼玉幸手11月大会

14歳以下の部

【2016.10.28付　ランキング適用】

ブロック 杉山 莉音 高橋 明翔 桑子 理実 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

人数ポイント


