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主将主務会議資料 
 

 

 

内容 

 

はじめに 

➢ 2019年度事業報告、決算報告 

 

➢ 2020年度事業計画、予算案 

 

➢ 2019年度関東学生新進テニス選手権大会の反省 

 

➢ 2020年度関東学生テニストーナメント大会関連 

大会要項 

春関の注意点 

予選コート提供についてのお知らせ 

 

➢ 2020年度関東学生テニス選手権大会関連 

大会要項 

 

➢ 2020年度関東学生テニス選手権大会本戦WC選考大会関連 

大会要項 

 

➢ その他 

義務買いのお知らせ・新規登録及びエントリーについて・費用支払いの

お知らせ 



大会名 会場 日程 備考

予選：各大学テニスコート
予選：4月13日(土)，14日(日)，20日(土)～26日（金）
予備日：27日（土）, 28日（日）,29日(月)

本戦：各大学テニスコート
本戦：4月30日(火)～5月6日(月)
予備日：7日(火）8日(水)

予選：各大学テニスコート
予選：6月15日(土)，16日(日)，22日(土)，23日(日)，29
日（土），30日(日)，7月6日(土)，7日(日)，13日(土)
予備日：14日（日）, 15日（月）

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：8月23日(金)～8月26日(月),28日(水),29日(木)
予備日：30日(金）

予選：8月7日（水）～10日（土)
予備日:8月11日(日)

本戦：8月12日（月）～18日（日）
予備日：19日（月）, 20日(火)，21日(水)

男女1部：各大学テニスコート

男女2部以下：各大学テニスコート

予選：11月24日（日）～11月26日（火）

本戦：11月27日（水）～12月1日（日）

予選：各大学テニスコート
予選：2月1日(土)～10日(月)予備日11日(火)～13日
(木)

出場制限有(大会要項に記載)

本戦：各大学テニスコート 本戦：2月14日(金)～20日(木) 本戦ドロー抽選：未定

指導者フォーラム 未定 未定 対象：未定

2019年度
関東学生テニス選手権大会本戦
WC選考大会

各大学テニスコート
5月１８日(土)，１９日(日)，２５日(土)，２６日(日)，６月１
日(土)予備日２日(日)、〔雨が降った場合27日～31日〕

対象：2019年度関東学生テニストーナメント大
会における2次予選出場者。但し、昨年度関
東学生テニス選手権大会以降の大会でシン
グルスの本戦に出場していない選手のみ出場
可能。

2019年度
関東学生新進テニス選手権大会本
戦WC選考大会

各大学テニスコート 10月19日(土)、20日(日)、26日(土)、27日(日)

対象：2019年度関東学生テニストーナメント大
会における2次予選出場者。但し、昨年度関
東学生新進テニス選手権大会以降の大会で
シングルスの本戦に出場していない選手のみ
出場可能。

本戦SF・F：未定

強化事業日程

第30回
関東大学対抗テニス選手権大会

予選，本戦1・2R，順位決定トーナメント
：各大学テニスコート

予選：11月2日,3日,9日
プレーオフ：11月10日
決勝トーナメント：12月7日,8日,14日,15日

平成30年度関東大学テニスリーグ
に於ける出場資格者のみ出場可能

岐阜メモリアルセンター 全日本学生テニス連盟主催大会

2019年度
関東学生テニストーナメント大会

2019年度
関東学生テニス選手権大会

2019年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

2019年度
全日本学生室内テニス選手権大会

本戦ドロー抽選：未定

全日本学生テニス連盟主催大会

全日本学生テニス連盟主催大会

2019年度
関東学生新進テニス選手権大会

2019年度
全日本学生テニス選手権大会

2019年度事業報告

大会日程

2019年度度関東大学テニスリーグ

愛媛総合運動公園

江坂テニスセンター
本戦初日まで本館　以降新館

９月２日(月)～１６日(月)
入れ替え戦男子２１日(土)女子２２日(日)

10月10日(木)～13日(日)
予備日：14日(月）,15日（火）

本戦ドロー抽選：4月28日（日）



（2019年1月1日～2019年12月31日）

連盟登録費 1,620,000 全日加盟金（学校） 810,000

選手登録費 9,170,000 全日加盟金（選手） 4,443,800

部長監督会費 1,620,000 部長監督会費 1,620,000

協賛金・賛助金 800,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 729,252 システム管理費 3,569,208

地代家賃 2,400,000

役員経費 3,167,995

事務用品費 61,162

その他経費 2,175,883

（小計） 13,939,252 （小計） 18,273,048

新進戦 7,028,324 新進戦 3,761,844

春関 8,412,756 春関 4,190,282

夏関 9,593,500 夏関 7,674,148

リーグ戦 3,641,500 リーグ戦 1,354,598

秋季リーグ 1,072,500 秋季リーグ 272,249

インカレ 2,246,000 インカレ 2,343,790

大会共通費 2,960,273

（小計） 31,994,580 （小計） 22,557,184

5,103,600

合計 45,933,832 合計 40,830,232

関東学生テニス連盟

2019年度幹事長　　　藤岡　海

2019年度会計　　　真鍋　葵

2020年3月14日
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２０１９年会計報告

収支報告書



大会名 会場 日程 備考

予選：各大学テニスコート
予選：4月11日(土)，12日(日)，18日(土)～24日（金）
予備日：25日（土）, 26日（日）,27日(月)

本戦：各大学テニスコート
本戦：5月2日(土)～5月9日(土)
予備日：10日(日）11日(月)

予選：各大学テニスコート

予選：6月13日(土)，14日(日)，20日(土)，21日(日)，27
日（土），28日(日)，7月4日(土)，5日(日)，11日(土) ,12
日(日)
予備日：18日(土)～23日(木)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：8月27日(金)～8月31日(月),9月2日(水),
予備日：3日(金）

予選：8月13日（水）～15日（土)
予備日:8月16日(日)

本戦：8月17日（月）～23日（日）
予備日：24日（月）, 25日(火)，26日(水)

男女1部：各大学テニスコート

男女2部以下：各大学テニスコート

予選：11月22日（日）～11月24日（火）

本戦：11月25日（水）～11月29日（日）

予選：各大学テニスコート 予選：未定 出場制限有(大会要項に記載)

本戦：各大学テニスコート 本戦：未定 本戦ドロー抽選：未定

2020年度
ステップアップテニストーナメント大
会

各大学テニスコート
ファーストステージ3月上旬
セカンドステージ3月中旬
ファイナルステージ3月下旬

対象：2次予選出場者以外

指導者フォーラム 未定 未定 対象：未定

2020年度
関東学生テニス選手権大会本戦
WC選考大会

各大学テニスコート
5月16日(土)，17日(日)，23日(土)，24日(日)，予備日
25～31日(日)

対象：2019年度関東学生テニストーナメント大
会における2次予選出場者。但し、昨年度関東
学生テニス選手権大会以降の大会でシングル
スの本戦に出場していない選手のみ出場可
能。

2020年度
関東学生新進テニス選手権大会本
戦WC選考大会

各大学テニスコート 未定

対象：2019年度関東学生テニストーナメント大
会における2次予選出場者。但し、昨年度関東
学生新進テニス選手権大会以降の大会でシ
ングルスの本戦に出場していない選手のみ出
場可能。

本戦SF・F：未定

強化合宿 未定 未定 　

新規大会 未定 未定 　

　

主将主務会議 未定 5月下旬予定 兼関東大学テニスリーグエントリー

男子7部・女子5部ブロック抽選会 未定 未定 関東大学テニスリーグ関連会議

本戦ドロー抽選：4月26日（日）

本戦ドロー抽選：未定

全日本学生テニス連盟主催大会

全日本学生テニス連盟主催大会

2020年度事業計画

大会日程

2020年度度関東大学テニスリーグ

愛媛総合運動公園

江坂テニスセンター
本戦初日まで本館　以降新館

平成30年度関東大学テニスリーグ
に於ける出場資格者のみ出場可能

2020年度
全日本学生テニス選手権大会

9月7日(月)～21日(月)
入れ替え戦男子26日(土)女子27日(日)

10月10日(土)～13日(火)
予備日：14日(水）,15日（木）

未定

強化事業日程

四日市テニスセンター 全日本学生テニス連盟主催大会

各種会議日程

2020年度
関東学生テニストーナメント大会

2020年度
関東学生テニス選手権大会

2020年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

2020年度
全日本学生室内テニス選手権大会

2020年度
関東学生新進テニス選手権大会

第31回
関東大学対抗テニス選手権大会

予選，本戦1・2R，順位決定トーナメント
：各大学テニスコート



（2020年1月1日～2020年12月31日）

連盟登録費 1,620,000 全日加盟金（学校） 891,000

選手登録費 9,100,000 全日加盟金（選手） 4,940,000

部長監督会費 1,620,000 部長監督会費 1,620,000

協賛金・賛助金 1,000,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 729,300 システム管理費 3,569,280

地代家賃 2,400,000

役員経費 3,445,208

強化費 1,100,000

事務用品費 100,000

その他経費 2,680,000

（小計） 14,069,300 （小計） 20,770,488

新進戦 6,925,500 新進戦 4,151,060

春関 8,237,000 春関 5,026,000

夏関 9,204,000 夏関 8,323,700

リーグ戦 3,615,000 リーグ戦 1,590,000

秋季リーグ 1,050,000 秋季リーグ 340,000

ステップアップ 1,350,000 ステップアップ 760,000

インカレ 2,300,000 インカレ 2,400,000

大会共通費 1,657,840

（小計） 32,681,500 （小計） 24,248,600

1,731,712

合計 46,750,800 合計 46,750,800

　　関東学生テニス連盟

　　　　　　　　　　　　　幹事長　　　芝田 宗輝　　

2020年3月14日
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２０２０年予算案



新進の反省と次大会でのお願い 

 

反省点 

  

・会場割の掲載が遅くなってしまうことがあった。 

 

・訂正を出す時間が夜遅くなってしまい、選手に負担をかけてしまうことがあった。 

 

・ボールが届いていない会場があった。 

   

  ★重要★ 

これ以降は、新進の反省をふまえ、主将、主務の皆様に今後の大会において協力していただ

きたい点です。各校、主将、主務の皆様から各部員に必ずお伝え下さい。 

 

・コート提供していない大学が会場割に入っている、考慮が反映されていない、などの連絡

は、会場割が出てからできるだけ早い段階で、学連まで連絡して下さい。 

また、考慮を提出されたかた、コート提供をしてくださっている大学の主将主務は、考慮が

反映されているか、コート提供していない日に会場割に自分の大学がないかなどを会場割

が出てから出来るだけ早く確認して下さい。 

 

・ボールの回収について 

 学連の事務所に送る場合は箱ごと着払いで送ってください。 

 ３箱まではガムテープでまとめて送ってください。 

 大学名を記載してください。 

 買取は 2 球缶 12,000 円となります。 

 



2020 年度関東学生テニストーナメント大会 開催要項 

主催  関東学生テニス連盟 

共催         東京都テニス協会 

協賛  ブリヂストンスポーツ株式会社 

後援  関東テニス協会 東京新聞 東京中日スポーツ 

大会期間・会場 予選 2020 年 4 月 11 日(土)，12 日(日)，18 日(土)～24 日(金)                 

予備日 25 日(土), 26 日(日) , 27 日(月) 

        ※状況によって日程変更の可能性あり。 

各大学テニスコート 

本戦 2019 年 5 月 2 日(土) ～5 月 9 日(土) 

予備日 10 日(日) , 11 日(月) 

各大学テニスコート 

使用球  BRIDGESTONE XT8 

本戦ドロー数 MS96 MD48  WS96 WD48 

出場資格 関東学生テニス連盟に登録している全ての選手が出場資格を有するもの   

と致します。 

レフェリー 南 麗之  (青山学院大学 3 年) 

ディレクター 霜村 良祐 (専修大学 3 年) 

エントリー方法 別紙参照 

予選ドロー発表  4 月 8 日(水) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表 4 月 9 日(木) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

本戦ドロー抽選 4 月 26 日(日)  関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表    

予定 

 2 日(土) 3 日(日) 4 日(月) 5 日(火) 6 日(水) 7 日(木) 8 日(金) 9 日(土) 

MS 1R 2R  3R 4R QF SF F  

MD   1R 2R 3R QF SF F 

WS 1R  2R 3R 4R QF SF F 

WD  1R  2R 3R QF SF F 

開始時刻 9:00 10:00 

 

 (注)本大会は 2019 年度全日本学生テニス選手権大会の選考大会として開催されます。 

本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2020｣公式トーナメント競技規則を採用してお

ります。 



2020.3.22改訂

関東学生 関東学生 関東学生 全日本学生 全日本学生 全日本選手権

ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾃﾆｽ選手権 新進ﾃﾆｽ選手権 ﾃﾆｽ選手権 テニス室内選手権

優勝 1200 1000 800 1600 1600 優勝 8000

準優勝 900 750 600 1200 1200 準優勝 6000

ベスト4 600 500 400 800 800 ベスト4 4000

ベスト8 300 250 200 400 400 ベスト8 2000

ベスト16 150 125 100 200 200 ベスト16 1000

ベスト32 75 63 50 100 100 ベスト32 500

ベスト64 38 31 25 50 ベスト64 250

ベスト128 19 16 25 予選準優勝 125

関東学生 関東学生 全日本学生 全日本学生

１次予選 ２次予選 室内予選 テニス予選 シングルス ダブルス

優勝 4 10 50 13 500 500

準優勝 8 15 50 13 300 250

ベスト4 5 10 25 100 100

ベスト8 3 13 50 50

ベスト16 2 35 20

ベスト32 1 18 10

10

※大会の全試合が終わった日を大会終了日とする。

※関東学生テニス連盟主催、全日本学生テニス連盟主催の大会は予選ポイントが加算される。

関東学生テニストーナメントポイント表

〔予選ポイント〕

※ラッキールーザーとして本戦出場した選手は、最終予選のポイントを得ることはできない。

※予選勝ち上がりの本戦出場者は、予選優勝ポイントを得た上で勝ち上がることができる。

※全日本高等学校総合体育大会と全日本ジュニアテニス選手権大会については、両方の戦績を合算する。

全国高等学校総合体育大会・全日本ジュニアテニス選手権大会



予選のコート提供について 

 

 今大会の予選も、例年通り各大学のコートをお借りして行います。そこで、大

会を日程通りに終了させるために、予選に於いてのコート提供に御協力お願い致

します。コート提供の仕方については、前回の関東学生新進テニス選手権大会と

同様に、メールフォームにて行います。当連盟のHP上にメールフォームの欄を

設けますので、4月 5日(日)までにメールフォームを利用して、コート提供の可

否の連絡をお願い致します。 



2020 年度関東学生テニス選手権大会 開催要項 

主催  関東学生テニス連盟 

協賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング  

後援  関東テニス協会 東京新聞 東京中日スポーツ 

大会期間・会場  予選 2020 年 6 月 13 日(土)，14 日(日)，20 日(土)，21 日(日)，27 日

(土)，28 日(日)，7 月 4 日(土)，5 日(日)，11 日(土) ，12 日(日) 

予備日 18 日(土)～23 日(木)  各大学テニスコート  

※雨天の場合平日使用。 

本戦 2020 年 8 月 27 日(木) ～9 月 2 日(水)予備日 3 日(木)， 

大宮けんぽグラウンド 

使用球  DUNLOP FORT 

本選ドロー数 MS64 MD32   WS64 WD32 

出場資格 関東学生テニス連盟に登録している全ての選手は出場資格を有するものと致し

ます。 

レフェリー  岩崎 敬一 (法政大学 3 年) 

ディレクター  霜村 良祐 (専修大学 3 年) 

エントリー方法 ネットエントリー方式(大会前に告知) 

予選ドロー   未定 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表   未定 関東学生テニス連盟 HP 上にて  

本戦ドロー抽選 未定 関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表                 （予定） 

 27 日(木) 28 日(金) 29日(土) 30 日(日) 31 日(月) 2 日(水) 

MS 1R 2R 3R QF SF F 

MD  1R 2R QF SF F 

WS 1R 2R 3R QF SF F 

WD  1R 2R QF SF F 

開始時間 9:00 10:00 

 

(注)本大会は｢JTA  TENNIS  RULE BOOK 2020｣公式トーナメント競技規則を採用して

おります。 

 



2020年度関東学生テニス選手権大会本戦 WC 選考大会 開催要項 

 

主催  関東学生テニス連盟 

 

試合日程 5 月 16 日(土)，17 日(日)，23 日(土)，24 日(日)，予備日 25 日～31 日 

 

会場  各大学テニスコート 

 

使用球  DUNLOP FORT 

 

種目  男女シングルス  

 

男子，女子の各トーナメント優勝者は、2020年度 

関東学生テニス選手権大会の本戦ワイルドカードが与えられます。 

 

出場資格 2020 年度関東学生テニス選手権大会への出場資格を有する選手で、同年

度関東学生テニストーナメント大会 2 次予選出場者は出場資格を有する

ものと致します。但し、昨年度の関東学生テニス選手権大会以降の大会で

シングルスの本戦に出場していない選手のみ出場可能と致します。 

また、原則としてエントリーは 1校 2人までと致します。 

 

レフェリー 岩崎 敬一   (法政大学  3年) 

 

ディレクター 霜村 良祐  (専修大学  3年) 

 

エントリー方法 2020 年度関東学生テニストーナメント大会終了後、「大会エントリー」

より手続きを行って下さい。 

エントリー期間は 5月 6日(水)～10日(日)です。 

大会エントリー 管理システム上の「エントリー情報」よりエントリーを行ってください 

 

注意事項 各大学のコートの提供状況により止むを得ない場合は、エントリー数を減

らす場合がございますので予め御了承下さい。尚、エントリー数が超過し

た場合はエントリーの先着順と致します。また、コートを提供して頂ける

大学の選手のエントリーを優先的に受け付けさせて頂きます。 



2020年度関東学生テニス選手権大会本戦WC選考大会 

エントリー費用支払方法 

 

１、エントリー費用 

１名 3,500円 

 

２、費用振込について 

システム上で必要金額をお振り込み下さい。振込期日は未定。 

 

 



義務買いのお知らせ 

 

今年度も下記の通り関東学生テニス連盟(以下、当連盟)の全加盟大学を対象とした｢義務

買い｣を行います。必ず事前に必要金額を、当連盟管理システムで指定した決済方法に従い、

期限内にお振込み下さい。 

 

日時  4 月 5 日(日) 

女子 14:00～ 

男子 15:00～ 

 

会場  当連盟事務所 

   〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-6-9    

神田第 2 アメレックスビル 7 階 

詳しいアクセスは当連盟 HP 上に掲載しております 

 

必要費用  1．学校登録費 10,000 円 

2．部長監督会登録費 10,000 円 

3．年間要項代 1,500 円(1 冊当たり) 

4．JTA テニスルールブック代 1,500 円(1 冊当たり)×2 冊＝3000 円 

 

JTAテニスルールブックは各大学最低 2冊以上の購入を必須とさせて頂きます(追加で複

数冊個購入することも可能です)。 

何らかの理由で義務買いを欠席される場合は、4 月 5 日 12:00 までに当連盟のメールアド

レス(kanto.gakuren@gmail.com)へ必ず御連絡下さい。宜しくお願い致します。 

 

必要費用の決済は、2020 年度関東学生テニストーナメント大会のエントリーを行う前に

管理システムから行ってください。決済期限は 2019 年 4 月 4 日(土)と致します。期限を過

ぎての入金は認めませんので御注意下さい。 

 

当日は、17 時に事務所を閉めさせて頂きます。男女指定された時間に遅れの無いようお

越しください。 



新規登録及び 2020年度関東学生テニストーナメント大会 

エントリーについて 

 2020年度関東学生テニストーナメント大会（以下、春関）開催にあたって新規登録、及

び春関のエントリー受付を行います。いずれの手続きも関東学生テニス連盟(以下、当連

盟)HP上で行い、「学校 ID」と「パスワード」が必要となります。（その際、ブラウザの

「戻る」ボタンは使用しないで下さい。）また、学校のネット環境からでは正しく情報が

送信できない場合があります。一般のネット環境で手続きをすることを推奨します。 

 

１．新規登録及びエントリー期間 

4月 1日（水）～4月 5日（日） 

 

２．新規登録方法 

上記期間内に「選手管理」のページの「選手新規登録申請」より新しく入部した選手

の登録を申請して下さい。 

2019年度の戦績がある選手は 4月 3日(金)までに当連盟ホームページ上の「新 1年生

戦績申請メールフォーム」にインハイ、全日本 Jr.の良い戦績を正しく入力して申請し

て下さい。また、全日本選手権に出場された方は、その戦績も入力して下さい。未申

請の場合、シードが付かなくなりますので御注意下さい。2019年内に開催された国際

大会の戦績も入力してください。 

＊単複分かるように、戦績は詳しく分かりやすく入力してください。申請出来る戦績

は 2019年度の戦績のみです。 

＊新 1年生に関しまして、既に入学・入部が決定している学生につきましては、2020

年 3月 31日(日)までに入学年月日を 2020年 4月 1日、0年生で行ってください。 

4月 1日以降に新 1年生を登録する場合は、学年を 1年生で登録を行ってください。 

＊在校生は改めて新規登録を行わないで下さい。過去の戦績が削除され、ポイントが

消えてしまう恐れがございます。御注意下さい。 

 

３．エントリー方法 

上記期間内に「大会エントリー」より手続きを行って下さい。 

＊エントリー期間外のエントリーは如何なる場合でも受け付けません。 

＊入金完了をもってエントリー完了となります。余裕をもってエントリーを行ってく

ださい。 

 

 



 

４．登録選手の整理 

① 選手一覧を参照し卒業生欄に○がある選手がいる場合、卒業年月日を確認し削除

を行ってください。 

② 緊急連絡先、主将、主務、学連(いる場合)の登録が正しいか確認し、誤っていた場

合あるいは未登録の場合は必ず正しい登録を行ってください。 

 

５．新入生のポイント確認・訂正申請期間について 

新入生のポイント訂正日を 4月 5日（日）とします。必要事項を学連のメールアドレ

ス（kanto.gakuren@gmail.com)に送ってください。期限厳守でお願いします。 

＜必要事項＞ 

・学校名 

・名前 

・性別 

・間違った戦績、単複、ポイント、→正しい戦績、単複、ポイント 

＊注意点＊ 

戦績に関しては、どの大会で、ベストいくつで、ポイントはいくつか、詳細に書いて

ください。合計ポイントだけをご連絡頂いても訂正出来ません。 

学連からの返信を受け取れるアドレスからメールを送ってください。 

知り合いに学連がいる場合は、学連に伝えても構いません。 

 

 

mailto:kanto.gakuren@gmail.com


新規登録・登録更新及び 2020年度関東学生テニストーナメン

ト大会エントリー費用・本戦追加金支払方法について 

 

1．新規登録・登録更新費用 

1名 3,500円 

 

2．エントリー費用 

シングルス：1名 3,500円 

ダブルス ：1組 3,500円 

 

3．費用支払方法について 

当連盟管理システムより指定した決済方法に従い、新規登録・登録更新費用，エントリ

ー費用の必要金額をお振り込み下さい。振込期日は 4月 5日(日)です。入金完了をもっ

て、エントリー完了と致しますのでご注意ください。 

＊学校登録費・個人登録費・部長監督登録費・年間要項代・ルールブック代を全て 

支払いの上、大会エントリーを行ってください。 

  ＊期間外のエントリーは如何なる場合でも受け付けません。 

  ＊関東学生テニス連盟規約により、一度納入された登録料、エントリー費はいかな

る場合も返金できません。 

 

4. 本戦追加金、本戦追加金支払方法について 

 シングルス：1名 2000円 

 ダブルス ：1組 2000円 

 

 今大会の本戦追加金は新進同様、試合会場でお支払ください。本直者も本戦追加金の

支払いが必要になりますので御注意ください。 


