
 

 

【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２９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２日(土) インドア ダイヤモンド TC学園前 ２０ B 人工芝 

第３戦 ５月４日(月祝) なし 佐保山テニスクラブ ２０ C 人工芝 

第４戦 ６月７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５日(日) 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２３日（木祝） なし モリタテニススクール学園前 ２０ B 人工芝 

第７戦 ８月３日（月祝） なし 平群テニスアカデミー ２０ C 人工芝 

第８戦 ８月９日（日） インドア ダイヤモンド TC学園前 ２０ D 人工芝 

第９戦 ８月１０日（月祝） なし 佐保山テニスクラブ ２０ A 人工芝 

第１０戦 ８月２４日（月） なし 平群テニスアカデミー（関西選考会） 上位５名  人工芝 

第１１戦 ９月２１日(月祝) なし 佐保山テニスクラブ ２０ B 人工芝 

第１２戦 ９月２２日(火祝) なし ユニークスタイル（五條市阿田峯公園） ２０ C クレー 

第１３戦 １１月３日（火祝） なし 橿原万葉の丘スポーツ広場（MSS橿原） ２０ D 人工芝 

第１４戦 １２月２５日（金） なし 平群テニスアカデミー ２０ A 人工芝 

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

第１６戦 １月１１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（木祝） 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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年間登録料のお願い 

大会数の増加に伴い、強化スタッフへの負担も大きくなり、施設の確保が難しくなっております。そこで強化スタッフの負

担軽減や、新しく各大会運営のための施設の提供などを踏まえ、U10 参加者の方へ「年間登録料」１人１０００円の負担

をお願いしております。大会に参加する場合は、エントリー料金に加えて、初回に限り「年間登録料の納付」をお願いす

ることになります。ここで得た収入は全て U１０以下の大会運営の目的と、U１０を主軸とした奈良県の１５歳以下の強化

育成事業に使われます。 

 

【試合】   １６ドローの場合 予選４名（２０ドローの場合は５名）でのリーグ戦にて順位を決定  ４ゲーム先取 

     本戦 予選１位での通過者４名でのトーナメント   ６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 

 

【コンソレ】  予選通過１位以外の選手は、予選で終了となりますが、予選終了後、希望者のみで練習マッチを行います。

なお、練習マッチの形式は、当日の参加者人数などにより異なります。 

 

【ボール】    グリーンボール コートサイズは通常通り 

 

【登録料】   １年間の登録料として、初回参加の際に１０００円が必要となります。 

         この登録料の有効期限は２０２０年度の第１戦～第１７戦までとなります。 

 

【参加資格】  大会実施日に 10歳以下であること。 

       セルフジャッジで試合が進められること 

・奈良県在住の者又は県テニス協会加盟団体のクラブに所属している者。 

       （エントリー後は奈良県テニス協会ジュニア選手として自動的に登録される。） 

 

【関西選考会】 第 10戦の８月２４日（月）のグリーンボール関西選考会を兼ねているため、以下の基準となります。 

          選考された選手は、奈良県代表としてグリーンボール関西大会に出場ができます。 

            （※雨天中止の場合は、申込時の各カテゴリー上位２名を選抜します。） 

          10歳以下：男子 2010 年（平成 22 年）1 月 1 日以降誕生の者  上位 5名 

          10歳以下：女子 2010 年（平成 22 年）1 月 1 日以降誕生の者  上位 5名 

          8歳以下：女子 2012 年（平成 24 年）1 月 1 日以降誕生の者   上位 5名 

          8歳以下：女子 2012 年（平成 24 年）1 月 1 日以降誕生の者   上位 5名 

          ※エントリーされた人の中で、各カテゴリーでランキング上位 5名が選出されます。 

 

【ポイント】    大会のポイントについては、奈良県 U１０サーキットのみの独立したポイントとします。 

ただし県ジュニアなどでの 12歳以下でのドロー作成のシード順位などに、同率ポイントや、ポイント 

参照がない場合においてのシードの優劣を決める場合に、同ポイントランキングを参照とします。 

 

【エントリー】   全てのグレード、誰でもエントリーが可能です。 

ただし定員を上回る場合は、以下の方法で参加リストを作成します。 

グレード A エントリーした人の中でランキング上位から選抜 

グレード B エントリーした人の中でランキング 20位以下から上位選抜 

グレード C エントリーした人の中でランキング 40位以下から上位選抜 

グレード D 初出場者を優先し、残りの枠はランキング下位者より選抜 

 

※エントリーのランキングは１０歳を超えて参加資格がなくなった選手がいる場合は繰り上りランキングとなります。

（例）現在ランキング上で２５位 →６名の資格外選手が上位にいた場合、エントリーランキングは１９位となります。 

 

※ランキングはエントリー〆切時点でのランキングとし、その時点で大会が終了していればポイントは付与された上

でのランキングとなります。 
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