
 

 

 

 

【U16 奈良県シングルス練習会２０１９の目的】 

（１）上位カテゴリーとの対戦 

  現在、奈良県の強化における現状は、１０歳以下の大会の影響もあり、１２歳以下の競技人口が拡大し、競

争力が出てきたことである一定の成果が出てきております。次のステップとして、U12、U14 の選手は関西ジ

ュニアなどに出場する選手の強化として「上位選手の層を厚くする」という取り組みを行います。 

 

 具体的には奈良県内の上位選手の層の薄さから、「上位選手はヒッティングの相手が少ない」という問題を 

「カテゴリーを一つ上の選手との対戦を増やすこと」で、同カテゴリーでは経験できないスピードやテクニック、

フィジカルなどを県内でも経験できる場を設置します。それが今回試験的に実施する「U16 奈良オープンシン

グルス練習会２０１９」です。 

 

（２）ミドル層の引き上げ 

 また狙いはもう１つあります。県内のドローを見ると、「１６歳以下でシードとされる選手は１８歳になってもその

顔ぶれはほとんど変わらない」という現状があります。これは「１６歳までにある程度のシードポジションを確

保する必要がある」という現実と同時に、「１６歳付近のミドル層の選手が、上位進出を狙える環境が少ない」

ということにもつながります。関西ジュニアに選ばれる選手は、他府県との選手との対戦や合宿などの様々

な「いつもと違う環境で対戦する機会」は得られますが、中学２〜高校１年生のミドル層においては、関西ジ

ュニアに選考されない限り、「特別な試合経験を積める場」は多くありません。そこで、奈良県テニス協会は

新しい取り組みとして U１６のミドル層への強化練習の場を設定しました。 

  

  今回の取り組みは、２０１９年度に試験的に行うもので「来年への形」を模索する練習会となります。初めて

の取り組みのため、皆様のご協力とご理解をいただきながら、一人でも多くの選手のレベルアップにご協力

いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

【スケジュール】 

 日程 面数 会場 ドロー 種別 コート 

第１戦 ６月１５日(土) ５面 まほろば健康パーク 各８ U16 オープン男・女別シングルス 人工芝 

第２戦 ７月７日(日) ８面 明日香コート 各１６ U16 オープン男・女別シングルス 人工芝 

第３戦 ８月２１日(水) ８面 明日香コート 各１６ U16 オープン男・女別シングルス 人工芝 

第４戦 ９月２１日(土) ５面 まほろば健康パーク １６ U16 オープン男子シングルス 人工芝 

第５戦 １０月１４日（日） ５面 まほろば健康パーク １６ U16 オープン女子シングルス 人工芝 

第６戦 １２月７日（土） ５面 まほろば健康パーク １６ U16 オープン男子シングルス 人工芝 

第７戦 １月２６日（日） ５面 まほろば健康パーク １６ U16 オープン女子シングルス 人工芝 

第８戦 ２月２４日（月祝） ８面 明日香コート 各１６ U16 オープン男・女シングルス 人工芝 

第９戦 ３月１５日(日) ９面 明日香コート 各１６ U16 オープン男・女シングルス 人工芝 

※全て雨天中止となります。 

 

【概要】 

・U16 オープン男・女シングルス   １６歳以下の全選手エントリーが可能。 

・男女別のドローで、各種目原則１６ドローで行う。（初回のみ８ドロー） 

・選手の選考は各世代のランキング上位者から以下のカテゴリーの割り当て数より選出される。 

・すべての大会で稲葉トレーナーによる合同コンディショニングトレーニング講座を試合前に 45 分程度行う。 

 

 １２歳以下 １４歳以下 １６歳以下 

エントリー選出数 ６名 ６名 ４名 

U16 奈良オープンシングルス練習会 2019 大会概要 

 

 



【選考イメージ】 

 

 １２歳以下 １４歳以下 １６歳以下 

エントリー選出数 ６名 ６名 ４名 

 

 

 １２歳以下 奈良県 P １４歳以下 P １６歳以下 P 

リスト１ A  さん ８５p a  さん ９０p ア さん ４５p 

リスト２ B  さん ６５p b  さん ８６p イ さん ３５p 

リスト３ C  さん ４５p c  さん ８２p ウ さん ３２p 

リスト４ D  さん ４４p d  さん ６３p エ さん ２８p 

リスト５ E  さん ３２p e  さん ５２p オ さん ２７p 

リスト６ F  さん ２４p f  さん ４０p カ さん ２６p 

リスト７ G  さん ２２p g  さん ３２p キ さん ２４p 

リスト８ H  さん ２０p f  さん ３０p ク さん ２０p 

リスト９ I   さん １６p i  さん ３０p ケ さん １６p 

 

【試合形式】 
 

ドローは、各ブロック １６歳の選手が１名、１４歳と１２歳の選手が２名づつ入る、合計４名の予選ブロックとな

り、ブロック内での対戦は当日抽選にて決定します。 

 

 １６名の選手が４ブロックに分かれてリーグ戦を行い、各リーグ１位と２位が本戦トーナメントに進みます。 

予選敗退の選手は空きコートで練習試合を行うため、１人３〜５試合は可能です。 

 

 

予選 ４名でのブロックに分かれて、リーグ戦にて順位を決定   ６ゲーム先取 デュース有 

   本戦 予選１位通過者４名でのトーナメントを行います。      １セットマッチ（６−６タイブレーク） 

       予選２位通過者４名でのトーナメントを行います。      １セットマッチ（６−６タイブレーク） 

          ※ただし試合進行による遅延や雨天など状況により、試合方式は変更します。 

 

予選のリーグ戦方式における順位決定方法 

① 勝率の高い者を上位とする。 勝率＝勝利した試合数÷総試合数 

② ２者が同率になった場合は、お互いの対戦結果（直接対決）の勝者。 

③ ３者が同率になった場合は、全試合での取得ゲーム率が高い者が上位。 

取得ゲーム率＝取得したゲーム合計数÷全試合のゲーム合計数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 大  会  要  項 
【主   催】  奈良県テニス協会 

【開催期日】  令和元年６月１５日（土）予備日：なし 雨天中止  ８：４５集合  
９：００〜９：４５ 稲葉トレーナーによる合同アップ＆コンディショニングトレーニングを行います

ので選手は全員参加してください。 

【会  場】  会場：明日香コート 

【コ ー ト】  砂入り人工芝(５面) 当日雨天のお問い合わせ先（欠席の連絡先）：TEL：090-1073-7330  

雨天中止の判断は、当日ＡＭ7:30以降に各自でお問い合わせください。 （藤本携帯） 

【種  目】  １６歳以下オープン男子シングルス、１６歳以下オープン女子シングルス、 

【試合方法】  ４名１ブロックでの予選リーグを行い、予選１位通過者と２位通過者のみ、本戦トーナメントを行 

います。１位通過者同士のトーナメント、２位通過者同士のトーナメントとなります。 

試合は全て１セットマッチ（６−６タイブレーク）で行います。 

※当日は、予選敗退者のうち希望者は、練習試合を行います。  

【参加定員】  各カテゴリー定員８名 

         生年月日が 2008 年 1 月 1 日以降の１６歳以下の選手であれば、誰でもエントリーが可能です。 

選手の選考は各世代のランキング上位者から以下のカテゴリーの割り当て数より選出される。 

 １２歳以下 １４歳以下 １６歳以下 

エントリー選出数 ３名 ３名 ２名 

 

【参加資格】 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 

            生年月日が 2008 年 1 月 1 日以降の１６歳以下の者 

【参加料】   ３０００円  試合後に振込み 

【振込先】  南都銀行 学園前支店 普通預金 No.2195167 奈良県テニス協会ジュニア 代表藤本寿人 

【参加申込】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『奈良県テニス協会 ジュニア』の大会一覧内にある申込みフォームを用いて申し込む 
        こと。 
         ※受付完了後、自動返信メールが届きます。 

【ポイント】   U１６奈良オープンシングルス練習会の規定に準じる。 

【申込締切】  6 月 10 日（月） 午後５：００まで  

【ドロー】    当日抽選 

エントリーリストは奈良県協会のＨＰに公開します。 

【ｷｬﾝｾﾙ】   エントリーの取りやめは、6 月 10 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藤本まで 

 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。 

     5.当日稲葉トレーナーの怪我やトレーニング方法などの個別相談をお受けしておりますのでご活用下さい。 

       

     6.本大会は試験的な第一回大会となるため、１回目の大会運営により２回目以降の方式を変更する場合があり

ますのでご了承ください。 

U16 奈良オープンシングルス練習会 2019 第 1 戦 

 

 


