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主将主務会議資料 
 

 

 

内容 

 

はじめに 

➢ 平成 30年度事業報告、決算報告 

 

➢ 2019年度事業計画、予算案 

 

➢ 平成 30年度関東大学対抗テニス選手権大会の反省 

 

➢ 平成 30年度関東学生新進テニス選手権大会の反省 

 

➢ 2019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 

 

➢ 2019年度関東学生テニス選手権大会関連 

大会要項 

 

➢ 2019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 

学連幹事派遣依頼 

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14日(土)，15日(日)，21日(土)～26日（木）
予備日：27日（金）, 28日（土）

本戦：緑・根岸・泉テニスガーデン、立川ルーデンス
　　　　有明テニスの森公園、大宮けんぽグラウンド

本戦：4月30日(月)～5月6日(日)
予備日：7日(月）

予選：各大学テニスコート
予選：6月23日(土)，24日（日），30日（土），7月1日
(日)，7日(土)，8日(日)
予備日：14日(土), 15日(日), 21日(土),  22日(日)

本戦：大宮けんぽグラウンド
本戦：8月22日(水)～27日(月)
予備日：29日(水）

予選：8月9日（木）～11日（土)
予備日:8月12日(日)

本戦：8月13日（月）～19日（日）
予備日：20日（月）〜21日（火）

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25日（日）～11月27日（火）

本戦：11月28日（水）～12月2日（日）

予選：各大学テニスコート 予選：2月2日(土)〜11日(月)予備日12日(火） 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15日(金)〜21日(木) 本戦ドロー抽選：2月13日(火)

平成30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19日(土)，20日(日)，26日(土)，27日(日)

対象：平成30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。

平成30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20日(土),21日(日）,27日（土）,28日(日）

対象：平成30年度関東学生テニストーナメント
大会・関東学生テニス選手権大会における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：亜細亜大学

主将主務会議 日本女子体育大学 5月20日(日) 兼関東大学テニスリーグエントリー

ルール・審判講習会 日本女子体育大学 8月6日(月), 20日(月) 関東大学テニスリーグ関連講習会

主将主務会議 青山学院大学 10月27日(土)

主将主務会議 日本女子体育大学 3月17日(日) 　

コートレフェリー及び
質技権所有者打ち合わせ会議

日本女子体育大学 8月7日(火),21日(火) 関東大学テニスリーグ関連会議

本戦ドロー抽選：4月29日（日）

本戦ドロー抽選：8月20日(月)

詳細は｢平成29年度関東大学テニ
スリーグ冊子｣を参照

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

予選：11月3日, 4日, 10日
プレーオフ：11月11日
決勝トーナメント：12月8日,9日,15日,16日

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 平成29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

平成30年度
全日本学生テニス選手権大会

平成30年度事業報告

大会日程

平成30年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

別紙参照

10月10日(水)～14日(日)
予備日：15日（月）,16日（火）

強化事業日程

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

各種会議日程

平成30年度
関東学生テニストーナメント大会

平成30年度
関東学生テニス選手権大会

平成30年度
全日本大学対抗テニス王座決定試
合

平成30年度
全日本学生室内テニス選手権大会

平成30年度
関東学生新進テニス選手権大会

第29回
関東大学対抗テニス選手権大会



（2018年1月1日～2018年12月31日）

連盟登録費 1,630,000 全日加盟金（学校） 815,000

選手登録費 9,539,160 全日加盟金（選手） 4,756,600

部長監督会費 1,630,000 部長監督会費 1,630,000

協賛金・賛助金 600,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 1,367,765 システム管理費 3,569,184

地代家賃 2,400,000

役員経費 2,995,608

事務用品費 426,151

その他経費 2,350,740

（小計） 14,766,925 （小計） 18,968,283

新進戦 6,597,500 新進戦 4,337,383

春関 9,092,324 春関 8,213,263

夏関 10,256,500 夏関 7,358,804

リーグ戦 3,936,646 リーグ戦 1,545,288

秋季リーグ 1,132,500 秋季リーグ 264,194

インカレ 2,280,216 インカレ 2,380,336

（小計） 33,295,686 （小計） 24,099,268

4,995,060

合計 48,062,611 合計 48,062,611

関東学生テニス連盟

2018年度幹事長　　　堀内　宏樹

2018年度会計　　　森　日菜子

2019年3月17日

大
会
収
入

管
理
収
入

繰越金

関東学生テニス連盟　

収入の部 支出の部

管
理
費

大
会
費
用

2018年度会計報告

収支計算書



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：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

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 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

ルール・審判講習会 未定 8月中旬予定 関東大学テニスリーグ関連講習会

主将主務会議 未定 10月 　

主将主務会議 未定 3月 　

※上記日程はあくまでも予定ですので、後々変更する可能性があります。予め御了承下さい。

コートレフェリー及び
質技権所有者打ち合わせ会議

各種会議日程

関東大学テニスリーグ関連会議

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

2019年度
関東学生新進テニス選手権大会

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 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

2019年度
全日本学生テニス選手権大会

未定

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）

未定

8月中旬予定

強化事業日程

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

本戦ドロー抽選：4月28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

2019年度事業計画

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



（2019年1月1日～2019年12月31日）

連盟登録費 1,630,000 全日加盟金（学校） 815,000

選手登録費 9,450,000 全日加盟金（選手） 4,590,000

部長監督会費 1,630,000 部長監督会費 1,630,000

協賛金・賛助金 600,000 東京都テニス協会 25,000

その他収入 933,500 システム管理費 3,569,184

地代家賃 2,400,000

役員経費 2,945,184

事務用品費 600,000

その他経費 3,906,772

（小計） 14,243,500 （小計） 20,481,140

新進戦 7,031,000 新進戦 4,447,689

春関 8,941,000 春関 5,757,080

夏関 9,967,000 夏関 8,899,040

リーグ戦 3,948,500 リーグ戦 1,700,000

秋季リーグ 1,125,000 秋季リーグ 305,000

インカレ 2,300,000 インカレ 2,400,000

（小計） 33,312,500 （小計） 23,508,809

3,566,051

合計 47,556,000 合計 47,556,000

　　関東学生テニス連盟

　　　　　　　　　　　　　幹事長　　　藤岡　海　　

関東学生テニス連盟　

収入の部 支出の部

管
理
費

大
会
費
用

2019年度予算案

2019年3月17日

大
会
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入
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理
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入
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新進の反省と次大会でのお願い 

 

反省点 

  

・予選期間中、訂正の回数が多くなってしまったこと。 

 

・前日夜遅い時間帯に考慮を出してしまったこと。 

 

・今大会から、テスト期間の提出など、考慮の出し方について変更があったことに対して、

こちらからの連絡が不十分だったため、考慮の出し方を間違える大学があったこと。 

   

  ★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。 

 

・今大会からショートセットにルールが変更になったことで、8 ゲームよりも試合時間に大

きな差できるため、自分の試合時間よりも早めにエントリーをしていただきたいです。 

これにより、日没による中断などを減らすことができます 

今後はエントリー時間を、早めることなども検討しています。 

 

・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。 

 買取は 2 球缶 12,000 円 4 球缶 25,000 円となります。 

 



2019 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 2019 年 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)、〔4 月 15 日(月)～19 日(金)〕 

各大学テニスコート 

本戦 2019 年 4 月 30 日(火) ～5 月 6 日(月) 

予備日 7 日(火)，8 日(水) 

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 谷垣 絢也  (早稲田大学 3 年) 

ディレクター 芝田 宗輝 (立教大学 3 年) 

エントリー方法 別紙参照 

予選ドロー発表  4 月 10 日(水) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

会場割発表 4 月 11 日(木) 関東学生テニス連盟 HP 上にて 

本戦ドロー抽選 4 月 28 日(日)  関東学生テニス連盟事務所にて 

試合日程表    

予定 

 30 日(火) 1 日(水) 2 日(木) 3 日(金) 4 日(土) 5 日(日) 6 日(月) 7 日(火) 

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

 

予備日 

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 2019｣公式トーナメント競技規則を採用してお

ります。 



関東学生テニストーナメント大会 

・日程 

予選 4 月 13 日.14 日.20～26 日 

予備日 27.28（13.14 雨天の場合 15～19 も使用） 

本戦 

4 月 30 日火～5 月 6 日月予備日 7.8 

 

・会場 

慶應.早稲田.立教.青学 

(駒澤.明治) 

 

・考慮 

締め切り 4 日前の 9 時 

 

［予選］ 

授業考慮なし（医師免許・教員免許）時間考慮のみ 

テスト時間考慮のみ 

就活（本選考のみ）時間考慮のみ 

都市対抗→考慮有 

時間考慮→午前・午後には最低一試合 

［本戦］ 

考慮なし 

 

・コンソレ 

ショートセットファイナルスーパータイブレーク（デュースありファイナル４ゲームオー

ルタイブレイク） 

・本戦インカレダイレクトイン 

関東学生テニスランキングの順位 

 

・審判 

二年生以上 

出来ればリーグで審判経験者 

 

・本戦追加金 

初戦の前に本部にてエントリーをし、その際に本戦追加金をお釣りのないように持ってき

て下さい。 



2019 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 2019 年 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(土), 15 日(日)  各大学テニスコート  

本戦 2019 年 8 月 23 日(木) ～26 日(月)，28 日(水)，29 日(木) 予備日

30 日(金) 

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。但しユニバーシアード競技大会に出場し、出場が制限される全ての選手に

対し、一種目につきポイント(現時点では未定)を大会終了後自動的に加算する

ものと致します。 

レフェリー  谷垣 絢也 (早稲田大学 3 年) 

ディレクター  芝田 宗輝 (立教大学 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） 

 23 日(金) 24 日(土) 25日(日) 26 日(月) 28 日(水) 29 日(木) 

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 2019｣公式トーナメント競技規則を採用して

おります。 

 



2019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 18日(土)，19日(日)，25日(土)，26日(日)，６月１日(土) 

予備日 2日(日)、〔雨降った場合 27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、2019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 2019 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 谷垣 絢也   (早稲田大学  3年) 

 

ディレクター 芝田 宗輝  (立教大学  3年) 

 

エントリー方法 2019 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。 

エントリー期間は未定です。HP更新の際御参照下さい。 

※エントリー費に関しましては別紙を御参照下さい。 

 

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。 



「学連」募集のお願い 

 
関東学生テニス連盟の学連幹事の活動をより充実させたものにするために、この度、3部校から７部

校の大学にも参加派遣を呼びかけることにしました。 

 

学連幹事は関東学生テニス連盟の規約 16条で、以下のように決められています。 

幹事は所属する加盟校の部長、監督の承認を得て、次のように選任される。 

(1) リーグ戦における男子上位 18校、女子 12校各校は幹事を１名以上派遣することを義務とする。た

だし、男女とも該当する場合は、男女いずれかが兼任することを認める。 

(2) 男子４~７部、女子３~５部各部からは任意に派遣することができる。 

 

（2）が定められているにも関わらず、4部校以下の大学の学連幹事はほとんどいないのが実情です。大

会はすべての大学が参加している大会であり、皆さんの力を必要としています!!! 

 

関東学連幹事の主な仕事は、春関・夏関・リーグ・秋季リーグ・新進の大会運営、主将主務会議の開

催、規定の取り決めなどです。 

 

また、学連幹事の一番の魅力として、「さまざまな大学の学生と知り合える」ということがあげられます。 

自分の価値観を大きく広げられる場所であり、他の大学とのネットワークを持てるという事は強みになりま

す。 

事実、練習試合や対抗戦なども学連内のネットワークから行われることも多いです。 

又、学連内だけでなく試合会場で他大の選手と仲良くなるなど、学連はテニス関係のコミュニティーが広

がるとても良い組織であると感じます。 

 

学連内にも本戦に出場している選手もいますし、テニス・学業との両立も可能です！ 

 

私たちとテニス連盟で一緒に活動したい方はご連絡下さい。特に新一年生・新二年生・マネージャー

の方などご連絡お待ちしています。 

わからないことは気軽にご質問ください。 

 

関東学生テニス連盟 人事担当：谷垣  

          事務局長 植野 gakuren.gimukyoku@gmail.com 



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 7 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 7 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、2019 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。決済期限はエントリー締切日同日の 2019 年 4 月 6 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 2019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 

 2019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（月）～4月 6日（土） 

 

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。 

2018年度の戦績がある選手は 4月 3日(水)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.のどちらか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。 

＊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 2018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、2019

年 3月 31日(日)までに入学年月日を 2019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 7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。 

 

６．2018年度関東学生新進テニス選手権大会（以下、新進）のポイント確認・訂正申請期

間について 

新進のポイント訂正期間を 3月 17日（日）～3月 24日（日）とします。期間内に必

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、シングルス orダブルス 

・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、何年度に行われたどの大会で、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。一次予選・二次予選・本戦の記載もお願いします。 

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。 
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新規登録・登録更新及び 2019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 6日(土)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。 

 

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。 



2019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。 

 

 


