
持参または郵送し銀行振込インターネットからエントリー・決済

支払い方法 銀行振込のみ
クレジットカード
銀行振込など

支払いタイミング ドロー掲載後に振込
期日までに
事前入金が必要

【関東公認】ありのみカップ エントリー方法

エントリー方法は ネットエントリー と 郵送から選べます

✔申込方法の違いによって選考等の優劣は一切ありません。
ご都合の良い方法でお選びください。

申込書 に ご記入のうえ

エントリー方法の違い

✔ネットエントリーの場合は事前に参加費の支払いが必要です

支払い金額 ネットエントリー手数料が必要 郵便代ほか手数料のみ

返金ポリシー （ネ ットエントリーの事前入金の場合）

本大会はエントリー数に制限のある大会となります。
選考外の場合の返金ポリシーについては以下のとおりです。

✔ご希望のお申し出がない場合はスポコインでの返還となります。

✔お振込みによる返金をご希望の場合は事務局までご連絡をお願いします。

✔ 選考外によるご返金は原則 「大会終了後」になります。

✔ ご返金は振込手数料を除いた金額となりますのでご了承ください。

連絡先：スポ人大会運営事務局 info2@spojin.com

（スポ人） （ありのみ事務局）

mailto:info2@spojin.com


関東テニス協会登録番号の登録方法

関東公認大会のお申し込みには
関東テニス協会登録番号（以下KTA番号）が必要となります。
以下をご参照のうえ、スポ人の会員情報にKTA番号の登録をお願いします。

既に会員登録を済ませている選手

2018年11月以前にご登録の場合は未登録ですので
下記の③で入力の有無を確認してください。

① マイページへログイン

② 会員情報をクリック

③ 協会登録番号に入力

「入力内容を確認する」「上記の内容で変更する」で登録完了となります。

はじめて会員登録をする選手

登録フォーム「協会登録番号」の登録項目にご入力をお願いします。

info2@spojin.comお問い合わせ先



第３９回 オールサムズテニスクラブ 

ありのみカップシングルス・夏 
 

コロナウイルスへの感染リスクを抑えるために、来場人数の制限等ご協力をいただいております。選手、ご家族の皆様にはご迷惑 

をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、今後の情勢の変化によって公認大会ではなくなること、 
大会自体開催されないこともあります。詳細はオールサムズテニスクラブのホームページ《ありのみカップ》でご確認ください。 
 
■主 催：㈲オールサムズ 
■協 賛：ヨネックス株式会社 
       株式会社八洋 
■日 程：２０２１年(令和３年)８月５日(木)～８月１８日(水) 
■会 場：オールサムズテニスクラブ船橋 

 ＴＥＬ 047-406-6669(大会事務局) 
■コ ー ト：砂入り人工芝(アウトドア) 
■使 用 球：ヨネックス ツアープラチナム 
■種 目：18 歳・16 歳・14 歳・12 歳以下男女シングルス 
■資 格：下記の年齢基準をご覧ください。 
      関東テニス協会にジュニア登録している選手 
      未登録の方は登録手続きを済ませてからお申し込みください。登録申請中の受付はできません。  
■種目・年齢基準・種目日程     

種目 年齢基準 種目日程 

18 歳以下 
男子シングルス 2003年(平成15年)1月1日以降出生の男子 ２０２１年８月５日・７日・８日 

 
※８月５日は朝から、７日、８日は 

午後からの開催予定です。 女子シングルス 2003年(平成15年)1月1日以降出生の女子 

16 歳以下 
男子シングルス 2005年(平成17年)1月1日以降出生の男子 ２０２１年８月９日・１０日・１１日 

 
※すべて午後からの開催予定です。 女子シングルス 2005年(平成17年)1月1日以降出生の女子 

14 歳以下 
男子シングルス 2007年(平成19年)1月1日以降出生の男子 ２０２１年８月１２日・１４日・１５日 

 
※８月１２日は朝から、１４日、１５日

は午後からの開催予定です。 女子シングルス 2007年(平成19年)1月1日以降出生の女子 

12 歳以下 
男子シングルス 2009年(平成21年)1月1日以降出生の男子 ２０２１年８月１６日・１７日・１８日 

 
※すべて朝からの開催予定です。 女子シングルス 2009年(平成21年)1月1日以降出生の女子 

※種目日程の詳細はドロー発表時の“大会日程表”をご覧ください。参加数により使用しない日程が発生することがあります。 
※各開催日ナイターを使用します。また、参加数、天候等の理由により日程が変更になる場合があります。 
※大会予備日は各種目の開催日、８月１９日(木)、２０日(金)、ないし８月中を予定しておりますが、大会当日の発表とします。  
■定 員：●18 歳以下・16 歳以下・１４歳以下・１２歳以下：男女各種目 62 名 + WC 2 名 
       お申込はひとり 1 種目です。種目を重複してのお申込はできません。 
■試 合 方 法：1 セットマッチ(6－6 後タイブレーク) セルフジャッジ 

天候等の理由により試合方法が変更になる場合があります。 
■参 加 費：4,400 円＋330 円(ネットエントリー手数料) 
■表 彰：上位入賞者(ベスト 4 以上)は表彰します。 
■お申込み：スポ人からエントリー(詳細は下記になります) 
■キャンセル：締切日前までキャンセルは可能です。 
       マイページ→エントリー中の大会→キャンセルする→スポコインで返還 
       返金をご希望の選手は スポ人事務局にご連絡→事務局よりご返金 
       参加料から事務手数料(240 円)を差し引いた金額をご返金いたします。 
■選考外について：定員を超えて選考外になった場合、大会全日程終了後エントリー費はスポコインとして返還いたします。 
         返金をご希望の場合はスポ人運営事務局までご連絡をお願いいたします。 
         (参加費から事務手数料 240 円を差し引いた金額をお振込みいたします)  
※選考外のリスト(ウェイティングリスト)は欠場者が発生次第、更新されますので随時ご確認ください。 

 

■申 込 締 切：全種目 ２０２１年(令和３年)７月５日(月) 

■ドロー会議：２０２１年７月８日(木) 於オールサムズテニスクラブ船橋 

※ドローはドロー会議直近の関東ジュニアランキングを参考に作成します。定員を越えた場合、ランキング順に選考し、 

定員の順位が同一順位の場合は抽選となります。 

■ドロー発表：仮ドローおよび日程表は７月１５日付でオールサムズテニスクラブホームページにおいて発表します。 

お電話での確認はできません。 

オールサムズテニスクラブホームページ http://www.allthumbs.co.jp 

※大会ドローに関するお問い合わせにはお答えできません。 

■キャンセル：申込後のキャンセルは書面にて提出してください。 

キャンセルの連絡のみＦＡＸ可。ただし用紙の到着を必ず大会事務局までご確認ください。FAX：047-406-6667 
 

※締切日以降キャンセルし、ドローに掲載された選手は参加費が発生します。ご注意ください。 
 

◆ 10 歳以下の選手が 14 歳以下・16 歳以下・18 歳以下の種目に出場してもポイントがつかなくなりました。 

詳しくは関東テニス協会のホームページをご覧ください。◆ 
 

≪注意事項≫ ～関東テニス協会ジュニアハンドブックをよくお読みください～ 
服装について：必ずテニスウェアを着用しましょう 
受付について：プレーできる服装になって、集合時間までに受付を済ませてください。 
       いかなる理由でも受付時間に遅刻すると試合に出場することはできません。ご注意ください。 
天候について：『雨天開催』ですが、台風、雷雨等で開催できないことがあります。開催できない場合に限り、集合 1 時間前までに 
       オールサムズテニスクラブのホームページに掲載いたします。お電話での確認はできません。 
       また開催途中で雷が発生した場合、中断することがあります。 
申込について：ダブルエントリーには十分注意してお申し込みください。 
罰則について：関東テニス協会ジュニアトーナメントペナルティー規定に従い、厳正に対処します。 
駐 車 場：駐車台数は十分に確保しておりますが、入れ替え等でお待たせすることがあります。ご了承ください。 
個人情報の取：ご提出いただいた個人情報は個人情報保護法に基づき厳重に管理いたします。また、同法に基づいた範囲で大会情報 
扱いについて 等の送付をさせていただく場合があります。ご了承ください。 

また、今大会はドローをホームページ上にて発表いたします。あわせてご了承ください。 
オールサムズテニスクラブの個人情報の管理につきましては別途方針を定め規定しております。詳しくはオールサム 
ズテニスクラブのプライバシーポリシー 
http://www.allthumbs.co.jp/about/privacypolicy.php をご覧ください。 

大会ディレクター 富田哲之    レフェリー 大関善一  

 
 

◆オールサムズテニスクラブ船橋 アクセス◆ 
 

できるだけ公共交通機関以外
．．

でご来場ください。 
■オールサムズ船橋   船橋市旭町４－１６９ 

●東武野田線 馬込沢駅より徒歩１２分 

※ホームページの裏道マップを参照してください。 

バスをご利用の場合 

●ＪＲ船橋駅北口バスターミナル３番乗り場 

『鎌ケ谷大仏』行き乗車→約１０分→『馬込斎場』下車 徒歩１分 

●新京成鎌ケ谷大仏駅バスターミナル１番乗り場 

『船橋駅北口』行き乗車→約１５分→『馬込斎場』下車 徒歩２分 

※乗車時間は目安です。交通状況次第で大きく変わります。 

 

【ありのみカップシングルス・夏】は 

船橋会場のみを使用する予定です 

お間違えのないようドロー・日程表を 

十分にご確認ください。 

関東テニス協会公認 
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●“スポ人”のサイトからのお申し込み手順   
会員規約確認 → 会員登録→ 会員番号とパスワード取得 → 大会を選択 → お申込 →決済 →ドロー

発表・ 集合時間確認 → 大会出場 

※関東テニス協会登録番号は会員情報に登録をお願いします。詳細は大会要項２P に記載しておりま

す。 

●事前の入金が必要になります～お支払方法   
(1) 今回のエントリー費用のみクレジット決済 手数料 5％ 

(2) スポコインでお支払い 

・所持しているスポコインでお支払 

・スポコインを購入後エントリーお支払（クレジット払いのみ） 

(3) お振込み（手数料はご負担ください） 下記参照 

＊エントリーから 2 営業日でご入金確認できない場合は自動キャンセルとなります。 

●お振込み先   
PayPay 銀行 すずめ支店 普通口座 1433297 

 口座名義：ファイブフォー株式会社スポーツ大会受付 （ファイブフォー

（カ）スポーツタイカイウケツケ） 

＊お振込み名義は「ありのみ 選手名」とご入力ください 

 

 


