
201 2年4月

神奈川県テニス協会

ジュニア委員会

201 2年 全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦

神奈川県所属選手申込み方法について

宮崎神奈川県内小学校所属選手の全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦の申込みについては、

以下の点に注意して申し込みをして下さい。

1 .申込み締切り 2012年5月3日(木) 1 7時(厳守)

2. 申込み先 干25ト0862
藤沢市稲荷ト9-1

荏原湖南スポーツセンター

「全国小学生関東予選大会係笠原宛」
(郵便物多数のため、必ず明記してくださいJ

3. 問合せ先 俳)荏原湘南スポーツセンター

TEL 0 4 6 6 -8 1 -3 4 1 1 
神奈川県ジュニア委員会・笠原康樹

注意事項

-神奈川県の推薦順位は、県小学生大会の結果によって決定致します。

-関東予選大会は、最新のコンビューターランキング上位 16名と県代
表者2名が選考されます。

<県小学生の結果によって、申し込むかどうかを決めて下さい。>

-関東大会の選考結果は、関東テニス協会ホームページで発表されるド
口ーにて確認して下さい。県ジュニア委員会からは、個人・所属クラ

ブへの連絡は致しませんのでご注意下さい。

-学校ヘ提出する文章が必要な選手は、返信用封筒(￥ 80切手を貼つ
たもの)を同封するか、荏原ssc内神奈川県ジュニア委員会事務局
に取りに来て下さい。



2012年

全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦

関東テニス協会

関東テニス協会ジュニア大会運営委員会

2012年5月26日(土)"'5月28日(月)

山梨県北杜市 クラブヴェルデ (クレーコート)

〒408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子 2852-7 TEL0551-42-5501 

参加する選手は、関東地域内各都県小学校に在籍し、原則として関東テニス協会

ジュニア個人登録者で、各都県テニス協会より推薦された者とする。その他は全

国小学生テニス選手権大会に準ずる。

男子シングルス 3 2名

女子シングルス 3 2名

ブリヂストン XT-8 

トーナメント方式

本戦/3タイブレークセットマッチ

フィードインコンソレーション/8ゲームマッチ

なお、雨天等により試合方法・会場が変更になる場合があります。

7，100円(参加料 7，000円+ワ刀イン制度金 100円)※当日会場でお支払いください。

※本大会はわコイン制度対象大会です。参加にあたり参加料とは別途ワンコイン制度の 100 円

を負担いただきます。

所定の申込用紙に必要事項を記入して所属する都県テニス協会(ジュニア委員

会)にお申し込みください。

※ 申込書の所属団体は協会に加盟している正式な所属団体名を記入し、

在学校欄には在籍小学校名を記入してください。

所属する都県テニス協会の指示に従ってください。

5月 14日(月)18時より関東テニス協会で選手選考を行います。

選考結果は所属する都県テニス協会(ジュニア委員会)よりご連絡します。

申込者の中から次の方法により選考します。

①最新の関東ジュニアコンビューターランキング上位者/男女 16名

②各都県テニス協会推薦/男女各2名(男女各 16名)

クラブヴェルデ(テニスコートに併設されています)他近隣ホテル

山梨県北杜市須玉町若神子 2852-7 TEL0551-42-5501 FAX055ト42-5508

「関東小学生大会で宿泊j と言って各自お申し込みください。

なお申込に際しては、宿泊申込フォームをご利用下さい。宿泊についてはホ

テルで受付順に調整していきますが、他のホテルを利用する場合もあります。

ワンコイン制度は(財)日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展のため選手および

ジュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンター運営の資金を大会参加者に広く

ご負担いただく制度です。「ナショナルトレーニングセンターJiワンコイン制度j について詳しくは、

1.主

2.主

3.期

4.会

催

管

日

場

5.参加資 格

6.種目及び参加人数

7.使用球

8.試合方 法

9.参加料

10. 申込方 法

11.申込締切日

12.選手選考及び発表

13.選考方法

14. 宿泊申込

開催要項 2012年 3月 1日

関東テニス協会

ジ、ュニア大会運営委員会グレード 2

11ttl):llwww.ita-tenni.s.ol'.inionecoinをご覧ください。



関東テニス協会主催ジュニアテニストーナメント申込書

シングルス用

大会 種目
ロ全国選抜ジュニア関東口14男S

口全国小学生関東 口男S
口関東ジュニア選手権 口18男S

口18女S
口RSK全国選抜関東
口全国選抜中牟田杯関東
口KTA杯ジュニアテニストーナメント

関東登録番号

(各大会ごとに1枚ずつ提出)

口14女S
口女S
口16男S

口16女S

口男S
口男S
ロ男S

口12男S

口14男S
口14女S

口女S
口女S
口女S

口12女S

口12男S
口12女S

※IPIN登録番号は登録している方のみ記入してください。

IPIN・登録番号 ※補欠の場合

登録番号
口参加する 口参加しない

フリガナ 生年月 日(西暦)

氏 名
年 月 日氏 名

満 才

Familyname First & middle name ヘボン式で入力してください

ローマ字
(IPIN.ハ.スホ.ートと閉じ表記のこと)

所属団体名

T 

所属団体

所在地

TEL FAX 

T 

本人

現住所

TEL 携帯TEL FAX 

在籍学校 学年 年

上記の者が標記大会に参加するに当たり、一切の責任を負うことを誓約し参加申込をいたします。

保護者氏名 印

平成 年 月 日

※本大会申込書に記載いただ、きました個人情報につきましては、参加資格、年齢基準等の確認及び大会に関わる諸
連絡に使用いたします。氏名、年齢、登録番号、団体名につきましては本大会プログラム、ランキングに掲載し、公開
することがあります。さらに、大会の記録として本協会の情報誌、記念誌等へ掲載させていただく場合があります。なお、
その他個人情報につきましては本人の同意を得ることなく第三者へ提供いたしません。



2012年
全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦

宿泊申込書
お申込期限 5月21日(月)

大会日程:平成24年5月26日(土)-5月28日(月)

山梨県北杜市須玉町若神子2852-7

Hotel&Tennis Risort Club Verde 

TEL:0551-42-5501 FAX: 0551-42-5508 

口新規 | 口変更

「
L一一

I ① ② 

フリガナ

ご宿泊者名

一 一
③ ④ 

一一 一 一
フリガナ

」ー

一、宿泊者名

上

T 

ご住所

|開|

宿泊日 5月26日(土) 5月27日(日) 5月28日(月)

食事 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食 朝食 昼食

食数

※朝食:1，260円(大人)・840円(子ども) 昼食:680円(お弁当) 夕食:1，575円
※「子ども」は小学校6年生までとなります。

備考欄 l※山ギ一例都品ま山備考欄にご記入下払

※お問い合わせは、 ClubVerde TEL0551-42-5501までお願いし、たします。
※宿泊料金は別紙にてご案内させていただきます。
※Club Verde 以外にも、八ヶ岳ロイヤルホテルにも宿泊する事が出来ます。

一

※八ヶ岳ロイヤルホテルに申し込まれる際は、直接八ヶ岳ロイヤルホテルにお問い合わせ下さい。

また申し込まれる際は、「全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦で宿泊jとお伝え下さい。

八ヶ岳ロイヤルホテル TEL:055ト38-2911

一
一寸

一一-1



Club Verdeご宿泊料金

5月25日(金)、 26日(土)

本館素 泊り料金 新館素泊り料金

1人1室 7，875円

2人1室 13，650円

3人1室 18，900円

4人1室 23，100円

5月27日(日)

本館素 泊り料金

1人1室 6，825円

2人1室 11，550円

3人1室 15，750円

4人1室 18，900円

※よ記料金は、消費税・サービス料込みの料金です。

※客室は、すべてソファベット1台常設しております。

1人1室 8，400円

2人1室 14，700円

3人1室 20，475円

新 館 素 泊 り 料 金

1人1室 7，350円

2人1室 12，600円

3入1室 17，325円

※エキストラベット【追加料金:土曜日 :3，150円(1台)j日曜日 :2，100(1台)】

大泉高原八ヶ岳ロイヤルホテル
ご宿泊料金

5月26日(土)

1名1室 10，500 

素泊まり

2-4名1室(1名様当り) 9，450 

1名1室 11，550 

1泊朝食付き

2-4名1室(1名様当り) 10，500 

5月25(金)，27 (日)，28日(月)

1名1室 7，350 

素泊まり

2-4名1室(1名様当り) 6，300 

1名1室 8，400 

1泊朝食付き

2叩室(1名様当り) 7，350 


