
 

 

【ポイント】     

      ※大会開催中の雨天中断などにおいては、終了時点での試合結果にてポイントを付与する。 

        仮にリーグ途中であれば、勝敗、得失ゲーム差、直接対決の結果などを考慮し、順位をつける。 

        試合が行われていない場合は、両者勝者、敗者で得られるポイントを合計し、分割したものを付与する。 

 

【スケジュール】 

 日程 予備日 会場 ドロー グレード コート 

第１戦 ４月３０日(火祝) なし モリタテニススクール学園前 ２０ A 人工芝 

第２戦 ５月４日(土) インドア ダイヤモンド TC学園前 ２０ B カーペット 

第３戦 ５月６日(月祝) なし 佐保山テニスクラブ ２０ C 人工芝 

第４戦 ６月２日(日) なし ユニークスタイル（五條市阿田峯公園） ２０ D クレー 

第５戦 ７月６日(土) なし ユニークスタイル（天理市福住運動場） ２０ A 人工芝 

第６戦 ７月１５日（月祝） なし 佐保山テニスクラブ ２０ B 人工芝 

第７戦 ７月２3日（火） なし モリタテニススクール学園前 ２０ C 人工芝 

第８戦 ８月５日（月） なし 平群テニスアカデミー ２０ D 人工芝 

第９戦 ８月２６日（月） なし 平群テニスアカデミー（関西選考会） 上位４名  人工芝 

第１０戦 ９月１６日(月祝) なし 佐保山テニスクラブ ２０ A 人工芝 

第１１戦 ９月２３日(月) なし ユニークスタイル（五條市阿田峯公園） ２０ B クレー 

第１２戦 １０月１４日（月祝） なし 

変更→ 

橿原万葉の丘スポーツ広場（MSS橿原） 

ユニークスタイル（天理市福住運動場） 

２０ C 人工芝 

第１３戦 １１月３日（日） インドア ダイヤモンド TC学園前 ２０ D 人工芝 

第１４戦 １２月２３日（月） なし 平群テニスアカデミー ２０ A 人工芝 

第１５戦 １２月３０日（月） インドア ダイヤモンド TC学園前 ２０ B 人工芝 

第１６戦 １月１３日（月祝） なし 佐保山テニスクラブ ２０ C 人工芝 

第１７戦 ２月１１日（火祝） なし ユニークスタイル（第二浄化スポーツ広

場） 

２０ D 人工芝 

※上記の日程は現在決定している内容であり、追加・変更の場合があります。 

 

【グレード】  大会のグレードを「グレード A～D」の４種類設置し、各大会に応じたポイントを付与します。 

 

【ポイント】  取得したポイントは５２週間で消滅します。 

 

仮に４月３０日の大会で、６ポイント取得すると、翌年の４月３０日の大会で、６ポイント取得するとポイントは

±0 になります。また、去年よりも早く負けてしまった場合(例えば去年６ポイントで今年は２ポイントなら２－

６=－４)、去年よりも勝ち上がった場合(例えば去年６ポイントで今年は８ポイントなら８－６=+２)となります。 

 

【重要】    春・夏・秋季ジュニアのドロー会議の日程の段階で、U１０のランキングが奈良県ジュニアのシングルスの    

         参照となります。 

 

        参加資格がなくなった１０歳以上の選手については、ランキングには残りますが、大会参加資格はなくなる

ため、エントリーリストのランキングは繰り上りランキングとなります。 

グレード Aポイント グレード Bポイント グレード Cポイント グレード Dポイント 

優勝 １４p 優勝 １０p 優勝 ７p 優勝 ５p 

準優勝 １０p 準優勝 ７p 準優勝 ４p 準優勝 ３p 

ベスト４ ８p ベスト４ ５p ベスト４ ３p ベスト４ ２p 

ベスト８ ６p ベスト８ ３p ベスト８ ２p ベスト８ １p 

参加 ２p 参加 １p 参加 １p 参加 ０．５p 
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 大  会  要  項 
【主   催】  奈良県テニス協会 

【特別協賛】  ヨネックス株式会社 

【開催期日】  平成３１年１０月１４日（月祝）アウトドア 雨天中止 ８：４５集合 

【会  場】  会場：福住運動場 テニスコート 天理市福住町 4792 番地 26 

               ※橿原万葉の丘スポーツ広場（MSS橿原） より変更になりました。 

【コ ー ト】 砂入り人工芝(３面) 当日雨天のお問い合わせ先（欠席の連絡先）：TEL：090-9289－3050 

【種  目】  １０歳以下 シングルス(男女混合） グレード C大会 

【運営役員】  奈良県テニス協会ジュニア委員会 

【レフェリー】  梅澤康男 

【試合方法】  ５名１ブロックでの予選リーグを行い、予選１位通過者のみ、本戦トーナメント戦を行います。 

予選リーグは４ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 

本戦は６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）で行います。 

【使用球】.   YONEXグリーンボール 

【参加定員】  定員は２０名 (男女比は関係ありません)   予選リーグ：４ブロック 

詳細は、グレード Cの選考基準をご確認ください。 

【参加資格】 １０才以下の選手（奈良県在住者又は県テニス協会加盟団体のクラブに所属する者） 

※試合当日に 10歳以下の参加資格を満たしていれば、参加可能とします。 

   【参加条件】 セルフジャッジで試合を進行することが出来て、タイブレークを理解しているもの。 

【参加料】   ３０００円  ※当日持参 

【登録料】  初回年間登録料として１０００円を同時にお支払いください。 

【参加申込】 ①ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『奈良県テニス協会 ジュニア』の大会申込み用紙を用いて必要事項を記入し 

 naratajunior@kcn.jpに電子メールで申込む事。 

        ※申し込み完了後、自動返信メールが届きますので保存してください。  

【登録】     今後の試合出場を円滑に行うため、出場者は奈良県のジュニア選手に自動登録されます 

【ポイント】   U１０奈良県ランキングの規定に準じる。 

【申込締切】  ９月３０日（月） 午後５：００まで  

クラブの責任者がラキング順に取りまとめて、現在保有しているＵ１０ポイントを正確に記入して 

送付してください。同クラブ同率ポイントの場合はクラブ内ランキングが優先されます。 

Ｕ１０グリーンボール事務局   申し込み先 e-mail   naratajunior@kcn.jp  

【ﾄﾞﾛｰ】     当日抽選  （※ポイント上位者によるシード４名） 

【ｷｬﾝｾﾙ】   エントリーの取りやめは、９月３０日（月）午後５：００までに naratajunior@kcn.jp  に 

申し入れること。以降のキャンセルは、欠席でもエントリー料は必要となります。  

欠員が出た場合には、エントリーリストの上位者に連絡します。 

【その他】 

1.本大会参加に伴い入手した個人情報は本大会および本大会に関連する目的以外には使用しません。 

 （試合風景を撮影し、大会事務局に報告をいたしますので、撮影を拒否する場合は事前にお申し出ください。）             

2.競技ルールは【 JTA TENNIS RULE BOOK  2019 】に準じます。 

3.服装規定は奈良県テニス協会のホームページをご覧下さい。 

    http://nara-tennis.com/junior/junior.html 

     4.試合数に影響がでるため、期日以降のキャンセル、当日のキャンセルはご遠慮ください。 
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