
注意事項

▼集合時間について

インフォメーション記載の集合時間までに、大会本部で選手が受付を行ってください。
時間厳守となっております。時間が過ぎた場合はご参加できません。

▼キャンセル待ちの方

キャンセル待ちでドローに名前が載っていない場合は下記の通りとなります。

▼コロナウィルス関連

すでに発熱、咳、全身痛等の諸症状がある場合は、
必ず体調の回復をご確認の上、ご参加をご検討頂きますようお願い致します。

https://www.spojin.com/news/detail.php?id=4840

・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。
参加ができない場合は、スポコインとしてご返還いたします。

・キャンセル待ちで試合に参加できなかった場合は、大会終了後の
翌営業日（平日夕方）にスポコインを返還いたします。

・キャンセル待ちを辞退される選手は、
スポ人サイトトップページのメールフォームからご連絡をお願い
いたします。スポコインの返還をいたします。

・当日、会場でのキャンセル待ちはできません。

※その他、ドロー表2ページ目に大会注意事項の記載を必ずご確認ください

https://www.spojin.com/news/detail.php?id=4840


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

スポ人　News＆Topicsで確認をしてください。

※ 事務局からメール/電話等の個別連絡は致しません。

※ 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。

キャンセル待ちのエントリーで、ドローにお名前がない選手はこちらをご確認ください。

【欠場届】のフォームからご連絡をお願いします（クリックでフォームに飛びます）

2020/3/29（日）

クラブハウス

080-6120-3111

【3セットマッチ】大阪 舞洲大会 3月

U14

スクスクのっぽくんカップ

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。

＜インフォメーション及びドロー＞

＜大会開催日前＞　Mail：info2@spojin.com    

＜大会当日＞　各大会インフォメーションに記載の「当日連絡先」までお願いします。

＜開催日程＞

＜集合場所＞

※ ルール/試合方法はドロー表に記載しております。

※ 天候不良などで記載事項が変更になる場合ありま

す。

※ 欠場の場合は下記参照のうえ連絡をお願いします。

※ 各ルール・注意事項は必ずお守りください

雨天時

会場案内

▼  ミズノテニスプラザ舞洲　  大阪府大阪市此花区北港緑地2-3-125

＜集合時間＞

＜当日連絡先＞

U12

集合時間までに受付のない選手はいかなる理由も欠場扱いとなりますのでご注意ください。

＜大会に関するお問い合わせ先＞　スポ人大会運営事務局

＜大会日当日＞   　　上部記載の「当日連絡先」にご連絡をお願いします。

※会場に関すること以外は、現地へのお問い合わせはご遠慮ください。不明点等は「スポ人大会事務局」までお問合せ下さい。

キャンセル待ち

欠場連絡

＜大会開催日前＞      

8:45 8:45
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＜来場前確認＞　　　・ 来場前に発表ドローと集合時間をチェックして大会会場までお越しください。

・ 必ず集合時間前までに大会本部で受付をしてください。

※ 交通渋滞/電車遅延などいかなる理由も遅刻は認められません。

・ 受付は必ず「選手自身」で下記を参照に行ってください。

（挨拶）　おはようございます。 受付お願いします

（受付）　■■歳以下■■ブロック■■番の 【氏名】　です。

・ オーダーオブプレイで進行します。大会本部付近の声が届く範囲で待機してください。

・ 控えになったらコート付近で待機し、前の試合が終わったらすぐにはいれるよう準備をしましょう。

・ すぐに試合を始められるようにウォーミングアップを行いましょう。

・ 相手選手がコートに入ってから15分以内にコートに入らない場合は失格となります。

・ ドロー記載/大会前説明の試合方法で試合を行いましょう。

・ ポイントコール/ジャッジは大きな声・ハンドシグナルで行ってください。

・ 試合中のスコア忘れやジャッジトラブルの場合　まずは相手選手と確認をしあって解決を図ってください。

※解決できない場合は 「選手自身」が大会レフリーにお声がけください。

試合中の保護者/コーチからのアドバイス（コーチング）は、一切認められておりません

コーチング…耳に聞こえるものであろうと目に見えるなど、どのような形であれプレーヤーに対する情報伝達・助言・指図等をさします

・スコアボードを元に戻し、勝った選手がボールを持ってすぐに大会本部にスコア報告をしてください。

「■■コートの 【氏名】 が ■■で勝ちました」

「■■コートの 【氏名】 から ■-■です。」

・各種目の優勝/準優勝者を表彰します。

・大会の成績に応じてランキングポイントを付与し　HPに掲載/専門誌に発表します。

・テニスウェアで試合をしましょう。ロゴなどの制限は本大会ではありません。

・テニスシューズは大会要項記載のサーフェスを確認して各自用意をしてください。

・コート外でのボールを使ったアップは禁止です。

・試合中に具合が悪くなったら　無理をせずレフェリーを呼んでください。

・ドロー及び試合方法は、状況により変更の可能性があります

ランキングポイントの上位者で争う1年に1回のチャンピオン大会を東日本と西日本で開催

(開催時期) 1月～３月予定

(開催場所) 関東と関西で予定

スクスクのっぽくんカップの優勝/準優勝が出場できる年間15回のトーナメント
(開催時期) 3月～12月の期間で年間15回を予定

(開催場所) 関東と関西を中心に予定

▼ チャンピオンシップ

▼ チャンピオズリーグ

＜会場受付＞

＜試合前＞

＜試合＞

受付

＜表彰＞

＜大会注意事項＞

-----選手および保護者のみなさまへ-----

＜大会に関するお問い合わせ先＞　スポ人大会運営事務局

＜大会開催日前＞　Mail：info2@spojin.com   

＜大会当日＞　各大会インフォメーションに記載の「当日連絡先」までお願いします。

＜試合後＞

コーチング

報告

＜ランキング＞

＜その他＞



ジュニアチャレンジマッチ大阪 ミズノ舞洲3セットマッチ 3月 12歳以下

Seed Rank Name Team 1R 2R F

田中 勘太郎

   

   

   

安田 隼

   

宮田 凌

ラスタットTC

モリタテニス企画

REX  KOBE

アズテニス

bye

宮田 凌

田中 勘太郎

bye

川島 想

宗和 築

安田 隼

bye

130

90

746

563

8

1

2

3

4

5

6

2

1

7



ジュニアチャレンジマッチ大阪 ミズノ舞洲3セットマッチ 3月 14歳以下

Seed Rank Name Team 1R 2R 3R F

福永 湧己

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

田中 淳平

1

3~4

3~4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 2

3

558

1752

246

1302

572

1189

877

2185

169

463

3687

76

福永 湧己

bye

齊藤 壮佑

宮城 なな

小林 翔輝

岸本 一真

武本 準平

兒玉 裕太郎

尾﨑 優衣

森 音羽

仲宗根 サヤ

内門 陽太朗

宮川 樹

宗和 奏

bye

田中 淳平

REX  KOBE

モリタテニス企画

A･CUBE

附属池田小学校

ルーセントテニスクラブ枚方

ITC神戸

REX　KOBE

ARROWS  TENNIS  SCHOOL

ブリヂストン久留米

チームホリゾン

tennis egg

江坂テニスセンター


