2021 年度 北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ１８．１６）
兼 ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権‘21

supported by ＮＩＳＳＨＩＮＢＯ 北信越地域予選大会
１．主
催
北信越テニス協会
２．主
管
福井県テニス協会
３．後
援
福井新聞社
５．協
力
福井県テニス協会審判委員会 福井県高体連テニス専門部 日本女子テニス連盟福井県支部
６．トーナメントディレクター 山村好孝
レフェリー
未定
７．期
日
２０２１年７月１０日（土）～１４日（水）＜予備日７月１５日（木）＞
８．会

場

福井運動公園県営テニス場 (デコターフ１６面)

９．種目及びドローサイズ

10．参加資格

福井市福町３－２０

TEL 0776-36-1542

18 歳以下 男・女 シングルス 各 32 名、ダブルス 各 16 組
16 歳以下 男・女 シングルス 各 32 名、ダブルス 各 16 組

北信越地区テニス協会所属のジュニアで各県テニス協会の推薦を受けた者
各種目年齢の起算は次のとおりとする。
・18 歳以下 2003 年 1 月 1 日以降に出生の者
・16 歳以下 2005 年 1 月 1 日以降に出生の者

1１．各県推薦枠

18 歳以下 ・シングルス ： 各県選抜選手 6 名 ＋ 北信越ジュニアランキング枠 2 名
・ダブルス
： 各県選抜 3 組
＋ 北信越ジュニアランキング枠 1 組
16 歳以下 ・シングルス ： 各県選抜選手 6 名 ＋ 北信越ジュニアランキング枠 2 名
・ダブルス
： 各県選抜 3 組
＋ 北信越ジュニアランキング枠 1 組
※北信越ジュニアランキング枠
シングルス：ドロー数３２名のうち、３０名を各県推薦枠とし、残る２名は各県推薦枠６名を除いた１０名（２名×５県＝１０名）から次のよう
に選出する。
１）北信越ジュニアランキング上位者から順に選出
２）ランキング同位者が複数名の時は獲得総ポイントの上位者から選出
３）上記の１）２）でも同位の時は抽選で選出（主管県で厳正抽選）
なお、ランキングは申込締切日のものとする。
補充：万が一エントリーの段階でドロー数が規定数３２に満たない時は、各県推薦枠６名
を除いた中から上記の１）２）３）により補充する。
補欠の補充：従来通り主管県で用意する。（北信越ジュニア委員会申し合わせ事項による）
ダブルス：ドロー数１６組のうち、１５組を各県推薦枠とし、残る１組は各県推薦枠３組を除いた１５組（１組×５県＝５組）から次のように選
出する。
１）北信越ジュニアランキング上位者から順に選出
２）ランキング同位者が複数名の時は獲得総ポイントの上位者から選出
３）上記の１）２）でも同位の時は抽選で選出（主管県で厳正抽選）
なお、ランキングは申込締切日のものとする。
補充：万が一エントリーの段階でドロー数が規定数１６組に満たない時は、各県推薦枠３組
を除いた中から上記の１）２）３）により補充する。
補欠の補充：従来通り主管県で用意する。（北信越ジュニア委員会申し合わせ事項による）
12．ワンコイン制度

本大会はワンコイン制度の対象大会です。参加に当たり、参加料とは別途、
各種目ワンコイン制度金 100 円をご負担願います。

13. ジュニアＪＰＩＮ運用経費 本大会はジュニアランキング対象大会のため、その運用経費として 200 円徴収します。
14．参 加 料 シングルス 1 名 ６，３００円
ダブルス 1 組 ６，３００円
（参加料 6,000 円＋ワンコイン制度 100 円＋ＪＰＩＮ運用経費 200 円） ※大会当日、各会場本部にてお支払い下さい。

15．試合方法

トーナメント方式
シングルス：３タイブレークセットマッチ（各セット６オール後 7Ｐタイブレーク）
ダブルス ：２タイブレークセットマッチノーアド方式（ファイナルセット 10Ｐマッチタイブレーク）
シングルスは３位・５位・７位決定戦、ダブルスは３位決定戦を行う。
（※全国大会出場権のかからない順位決定戦は８ゲームプロセット）
審判方法はセルフジャッジ、但し、準決勝・決勝はＳＣＵを配置する。

16．申込方法

・個人は北信越テニス協会ホームページより参加申込み様式をダウンロードし、必要事項記入の上
各県指定申込先へ郵送にて申込。各県担当者は個人申込書と順位表をまとめて主管県に申込。
・有資格者が欠場する場合は各県テニス協会ジュニア委員長へエントリー締切５日前までに申し出る事。
北信越テニス協会ホームページアドレス

17．申 込 先

http://www.hokushinetsu-tennis.jp/

・各県テニス協会担当者はエントリーリスト（指定の様式にて）をメールにて大会事務局まで申し込むこと。
（個人申込書） 各県テニス協会が指定する申込先へ指定された期日までに申し込む事。
（各県事務局） 北信越ジュニアテニス選手権（Ｕ18．16）大会事務局
〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町 5105 番地 tennis@papa5163.com
松田幸一郎気付 福井県テニス協会ジュニア委員会宛

18．申込期限

北信越ジュニアテニス選手権（Ｕ18．16）大会事務局締切日 ２０２１年６月２２日(火) ※必着のこと

19．使 用 球
20．服
装

ダンロップ オーストラリアンオープン （2 球使用 ※ボールチェンジは９－１１）
テニスウエアー・テニスシューズを着用のこと。
（JTA テニスルールブック２０２１に準ずる）

21．競技日程

【予備日１５日(木)】
種目／日程

７／１０（土) ７／１１(日)

７／１２(月) ７／１３(火)

７／１４（水）

18・16 歳以下 男子シングルス

１Ｒ

２Ｒ

ＱＦ

ＳＦ
５決１Ｒ

Ｆ・３決
５決・７決

18・16 歳以下 女子シングルス

１Ｒ

２Ｒ

ＱＦ

ＳＦ
５決１Ｒ

Ｆ・３決
５決・７決

18・16 歳以下 男子ダブルス

１Ｒ

２Ｒ

ＳＦ

Ｆ・３決

18・16 歳以下 女子ダブルス

１Ｒ

２Ｒ

ＳＦ

Ｆ・３決

７月１０日（土）

８：００～９：００
８：４０～
９：１０～
９：１０～
７月１１日（日）
８：００～９：００
８：４０～
９：１０～
９：１０～
７月１２日（月）以降は前日に発表します。
22．宿
泊
23．全国大会

24．その他

25．問い合わせ

公式練習（女子 8：00～8：30 男子 8：30～9：00）
女子シングルス受付・ドロー公開抽選・選手ミーティング
女子シングルス試合開始
男子シングルス受付・選手ミーティング・ドロー公開抽選
公式練習（女子 8：00～8：30 男子 8：30～9：00）
女子ダブルス受付・ドロー公開抽選・女子選手ミーティング
女子シングルス試合開始
男子ダブルス受付・ドロー公開抽選・男子選手ミーティング

各自手配の事。
期日：８／２２（日）～３１（火） 会場：大阪／靭テニスセンター・江坂テニスセンター
北信越地域からの代表枠は下記の通り。
（ドントにより参加枠が追加する場合もあります）
１８・１６歳以下男女
シングルス各３名、ダブルス各２組
※選手は全員、印鑑を持参すること。会場にて全国大会のエントリーを行う。
※正当な理由なくしての辞退は認めない。
・本大会はすべての選手を公平に扱います。
・天候、その他により、日程、会場、試合方法を変更することもある。
・試合規則は、ＪＴＡテニスルールブック２０２１公式トーナメント競技規則による。
・競技中における疾病、傷害などの応急処置（治療の経費は個人負担）は主催者で行うが、その後の責任は負わない。
・エントリーリスト、その他の連絡は北信越テニス協会ホームページにて発表いたします。
http://www.hokushinetsu-tennis.jp/
・申込によって得た個人情報は、大会開催以外の利用目的には使用しません。
福井県テニス協会 山村好孝 mail: yamamura@letsplay.jp ＴＥＬ090-1393-9792
※問合せは必ず各県の北信越ジュニア委員を通して行ってください。

