
 

 大  会  要  項 

 

（日本テニス協会・ワンコイン制度対象大会・関西ポイントランキング対象大会） 

【主催】  

奈良県テニス協会 

【協力】  

奈良県高体連テニス部 奈良県中体連テニス部 

【協賛】  

ヨネックス株式会社 

【実行委員】  

 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：西口省三  ﾚﾌｪﾘｰ：杉江たづ子  ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ：林勲育・辻勇 

 【試合日程】  

２０２２年１０月２２日（土）～２０２３年１月９日（祝） 

※別紙日程表を確認して下さい。天候により、別途日時を設定することがあります。 

【使用コート】  

奈良県営明日香庭球場・まほろば健康パークコート・ロート奈良テニス（鴻ノ池）コート 

【実施種目】  

シングルス・ダブルス  

１７歳以下：男女とも 200５年（平成 17 年）1月 1 日以降誕生の者 

１５歳以下：男女とも 200７年（平成 19 年）1月 1 日以降誕生の者 

１３歳以下：男女とも 200９年（平成 21 年）1月 1 日以降誕生の者 

１１歳以下：男女とも 201１年（平成 23 年）1月 1 日以降誕生の者 

                 (但し、本年 12月 31 日時点で満 9 歳以上の誕生日を迎える者) 

【試合方法】  

各種目とも １セットマッチ（6-6 ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）  

シングルス決勝は、ベストオブ３タイブレークセット 

ダブルス決勝は、ノーアド方式、２タイブレークセット及びファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク 

※U11･13 シングルスカテゴリーについては、8 位までの順位戦を実施し、関西ジュニアサーキット第４戦

から第６戦の奈良県推薦順位選考資料とします。 

      ※天候や試合進行によって変更になる場合があります。 

【参加資格】  

奈良県テニス協会に加盟する団体に所属する者で、下記 （１）~（３） のいずれかと （４） の基準を満たし

ている者に限ります。 

（１） 奈良県在住の者 

（２） 奈良県内の学校に在学している者 

（３） 県外在住者は、県加盟の団体が主たる活動場所であり、活動実績がある者。 

但し、（３）の基準で、大会に参加する者については、加盟団体から誓約書と活動実績書を奈良県テニ

ス協会宛に提出し、承認が必要です。  

（４） 他の都道府県に重複して選手登録をしていない者。  
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上記の基準を満たさず、又、誓約書・活動実績書等に虚偽の事実が認められた者のエントリーがあった場合

は、以降の奈良県テニス協会主催大会への該当選手及び、団体からのエントリーを認めません。  

※現在県外在住者が所属するクラブ（スクール）のジュニア担当者は、9月末迄に県テニス協会ジュニア事務

局宛に誓約書・活動実績書を提出してください(既に提出済みで活動内容に変更がなければ再提出不要)。 

以降の奈良県ジュニア公式戦の参加を含め、複数種目間のエントリーは不可。 2022 夏ジュニアと同年齢種目

にエントリーすること。※2023 春ジュニアのダブルスのエントリーも同年齢種目とすること。 

 

【参加料】     

２，７００円 （ワンコイン１００円を含む） 

 

【参加申込】  

ホームページﾞ『奈良県テニス協会 ジュニア』の大会一覧『2022 奈良県ｼﾞｭﾆｱ秋季大会 詳しく見る』内にある 

申込みフォームを用いて申し込みください。個人・団体どちらでも申込可能です。 

【参加控え】 

エントリー漏れを防止するために、申込完了の自動返信メールを保存してください。 

【締め切り後】 

締め切り後のエントリーは、いかなる場合があっても受け付けません。 

【申込締切】  １０月 ３日（月） １５：００  

【参加料の払い込み】  

  参加料（2,700 円×参加数）は所属団体名を振込依頼人名にして下記へ振込むこと。 

 （ダブルスは、１ペアで２７００円） 

  個人で申し込む場合は選手名・所属団体名を依頼人名とする事 (例○→ﾌｼﾞﾓﾄ △△TC ×→△△TC ﾌｼﾞﾓﾄ） 

     

奈良県テニス協会 HPにドロー掲載後、１０月２1 日（金）までにお振込ください。 

 

南都銀行 学園前支店 普通預金口座番号 2027417 
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【失格】 

期日後のエントリーや、振込が期日までに確認できない場合は、失格となり、大会への参加はできません。 

【キャンセル】 

エントリー後のキャンセルについては、ドロー会議の前日１７時までは可能で、エントリー料は不要ですが、それ

以降のキャンセルはできません。未出場の場合でもエントリー料は必要となります。 

 

【ドロー会議】  

１０月１５日(土) １５時よりダイヤモンド TC学園前会議室にて行います。 

立ち会い希望の方は 10 月 12 日までに、事務局までメールにてご連絡ください。 

※立ち会いは、保護者及び選手は不可とし、登録クラブの代表者のみ可能です。 

 

 



 

【リストの確認】 

事前のリストアップは、エントリーに間違いがないか確認する目的です。 

エントリーが終了したのち、各カテゴリーのエントリーリストを HP 上で公開します。ご自身のエントリーを確認してく

ださい。リストが公開された後でも、期限内に申し込みをしていれば、カテゴリー間違い（例：１1 歳の申し込みを１3

歳で行ってしまったなど）の修正申告は認めます。 

リストに名前がないなどの問題は、その際に自身で確認を行い、１０月１２日(水)１５時までに、ジュニア事務局宛に

メールで連絡を行ってください。期日を超えての申告はすべて無効となります。 

【連絡先】 奈良県テニス協会ジュニア事務局 ： naratajunior@kcn.jp 

 

【コロナ対策】 

試合当日 37.5 度以上の発熱や体に不調のある選手、試合前 5 日の間に濃厚接触者になった選手は、試合

への参加を認めません。その場合、エントリー料の返金はいたしません。 

試合中以外は必ずマスクを着用し、試合後は速やかに会場を出てください。 

今後の状況により感染対策の為の規制を設けたり、大会が中止となることもあります。 

 

【その他】 

1. 年齢については学年制ではなく 生年月日 で区分して申し込む事。 

2. 本大会には他府県の関西、日本テニス協会の大会につながるテニス大会参加者の出場は出来ません。 

3. 本大会参加者が上位大会に出場し、日程が重複する場合は考慮します。 

4. 本大会は『ヨネックスツアープラチナム』を使用します。各試合 2 個支給を原則とします。 

決勝戦については、2 球使用 9-11 チェンジ、但しタイブレーク前はボールチェンジを行いません。 

5. 試合はセルフジャッジで行います。試合上の質問その他はコートレフェリーに確認して下さい。 

6. ドロー及び日程の変更等は奈良県テニス協会ホームページで行います。必ず確認をして下さい。 

7. １種目を同じ日に複数場所で、あるいは分散して複数日で行う場合がありますので、よく確認して下さい。 

8. 事前に発表するオーダーオブプレー（OP）を確認し、自分の試合の開始予定時間の１０～３０分前に 

ユニフォームに着替えて本部に出席を届けて下さい。 

9. 雨天の場合は、当日朝 7 時前後に協会ホームページのツイートを確認して下さい。 

10. 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使用しません。 

11. ビデオ撮影される際は、必ず対象となる選手・保護者又は引率者に了解をとって実施してください。 

12. 競技中のケガなどの応急処置は行いますが、その後の責任は一切負いません。 

13. 保護者又は責任者が引率をしてください。但し、極力少ない人数になるようにしてください。 

14. 決勝までは 1 日最大４試合を上限として試合を実施いたしますが、天候や試合進行状況により変更すること

があります。当日のレフェリーに確認をしてください。 

以上 

この大会は （公財）日本テニス協会・ワンコイン制度対象大会です 

 
 

 

 

 

 

 

 ワンコイン制度は（公財）日本テニス協会により制定された制度で、日本のテニス発展の為、選手およびジ

ュニアの育成強化を目的とするナショナルトレーニングセンターの運営を中心に地域トレーニングセンター

の整備などへの資金を大会参加者に 1 エントリーあたり 100 円をご負担いただく制度です。「ナショナルトレ

ーニングセンター（NTC）」および「ワンコイン制度」についての詳細は下記ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

ワンコイン制度ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin 

お問合せ （公財）日本テニス協会 onecoin@jta-tennis.or.jp 

mailto:naratajunior@kcn.jp
http://www.jta-tennis.or.jp/onecoin
mailto:onecoin@jta-tennis.or.jp


 

 

 

 

 

【ドロー】  

ドロー会議：１０月１５日 15:00よりダイヤモンド TC 学園前会議室 

一般公開されたドロー会議のもと、抽選した上で決定します。 

今大会より、ドロー作成の際、1 回戦より所属クラブ同士のセパレーション考慮を使用いたしません。 

（1 回戦より所属クラブ同士の対戦もありえます） 

 

【シード】 

１７歳以下 

高体連ポイント 今大会よりシード選考の参考にいたしません。 

奈良県テニス協会ポイント 昨年度の秋季ジュニア・今年度の春季ジュニア・・夏季ジュニア 

 

１５歳以下 

奈良県テニス協会ポイント 昨年度の秋季ジュニア・今年度の春季ジュニア・・夏季ジュニア 

 

１３歳以下 

奈良県テニス協会ポイント 昨年度の秋季ジュニア・今年度の春季ジュニア・・夏季ジュニア 

 

１１歳以下 

奈良県テニス協会ポイント 今年度の春季ジュニア・奈良県小学生大会・夏季ジュニア 

※１１歳以下については、ポイント保持者が少ないため、U１０ジュニアサーキットのランキング上位者にシー

ドを付与する場合がある。 

 

【シードの位置】 

「（公財）日本テニス協会 テニスルールブック2022」に準じる 

シード１はドローシートの最上段ライン、シード２は最下段（例、32ドローはライン32） 

 

その他のシードについては、次項の方法でその位置を決めていく 

・シード順位の、３位と４位、５位～８位、９位～１２位、１３位～１６位 の位置は、固定ではなく抽選

となる。（抽選となるシードの数は、 JTAのルールによりドローの大きさによって決まっている。） 

 

 

【特別対応をする場合】  

・県外からの移転者で関西ランキング上位者と同等のランキングを保持している者  

・関西ジュニアランキングは高いが、県ランキングが低い者 

以上の選手は、ジュニア規定に応じて奈良県のポイント換算し、ポイントを付与する。 

 

 

2022年奈良県ジュニアテニス選手権秋季大会ドロー作成基準 

 

 



【順位決定戦について】 

要項に記載の通りですが、雨天や試合の進行などにより試合方法の変更があります。 

関西ジュニアサーキット奈良県推薦順位決定のため、13歳、11歳は8位までの順位戦を行います。 

※順位戦は、大会ごとによって実施対象が異なりますので本部まで確認お願いします。 

※（参考）夏、秋ジュニアはベスト８以上が実施、春ジュニアはベスト１６以上の実施が多い。 

 

【順位決定戦の対戦方法について】  

準決勝で負けた選手は３・４位決定戦を行います。 

敗者同士の順位戦については、トーナメントに準じたドローにより実施する。 

※（例）右上のブロックの敗者と、右下のブロックの敗者が対戦 

 

【参照獲得ポイント】     

※ドロー数によってポイントは異なります 

 

１７歳以下 １５歳以下 １３歳以下 １１歳以下 

優勝 ３２p 優勝 ３２p 優勝 ３０p 優勝 ８p 

準優勝 ２４p 準優勝 ２４p 準優勝 ２２p 準優勝 ６p 

ベスト４ １６p ベスト４ １６p ベスト４ １４p ベスト４ ４p 

ベスト８ ８p ベスト８ ８p ベスト８ ８p ベスト８ ２p 

ベスト１６ ４p ベスト１６ ４p ベスト１６ ４p ベスト１６ １p 

ベスト３２ ２ｐ ベスト３２ ２p ベスト３２ ２p ベスト３２  


