北信越行事-1-1

北信越テニス協会

平成29年度(2017年度)大会日程表－１

（2017/4/1～2018/3/31）

北信越テニス協会トーナメント委員会 2017/2/5

一般大会
月

日

主催TA 主管TA

会場地

北信越 富山県

富山市 岩瀬スポーツ公園テニスコート

6 予19(月)、20(火）～25(日） 26(月) 第70回北信越テニス選手権大会(一般男女J1-7 各100万円)（ダブルス：全日本テニス選手権WC対象大会）

北信越 新潟県

長岡市 長岡市営希望が丘テニス場

7 14(金)～16(日)

北信越 福井県

福井市 福井市わかばテニスコート

北信越 石川県

金沢市 西部緑地公園テニスコート

北信越 石川県

金沢市 金沢市営城北市民テニスコート

5 27(土)

10 7(土)～8(日)

予備日

大会名

28(日) 第41回全日本都市対抗テニス大会 北信越予選大会

17(月) 第38回北信越国民体育大会 テニス競技(成年種別)

参加枠③

参加枠 成年男子③、成年女子③

2017ダンロップスリクソントーナメント北信越決勝大会

会場名

ベテラン大会
5 22(月)～28(日)
5 22(月)～28(日)
7 26（水）～8/3（木）
10 11(水)～22(日）

29(月) 第5回北國ベテランオープンテニス選手権大会in金沢 グレードD
2017軽井沢ベテランテニス大会（グレードE１）
4(金) 第66回北信越ベテランテニス選手権大会 グレードC

長野県 長野県 軽井沢町 軽井沢風越公園テニスコート
北信越 長野県

松本市 松本市浅間温泉庭球公園

軽井沢国際ベテランテニストーナメント グレードD

北信越 長野県 軽井沢町 軽井沢風越公園テニスコート他

6 10（土）～11（日）

第56回全国実業団対抗テニス大会(B大会)ビジネスパル北信越予選会

北信越 石川県

9 2（土）～3（日）

第31回全国実業団対抗テニストーナメント(A大会)北信越予選会兼第22回北信越実業団テニスリーグ

北信越 長野県 松本市

実業団大会

ジュニア大会

七尾市 和倉温泉運動公園テニスコート
扇子田公園テニスコート

〒３９９－００３２ 松本市村井町南１－１７－１０「普及大会委員会：横野めぐみ」宛て

5 26(金)～29(月)

30(火) 北信越中学生テニス選手権大会 兼 第44回全国中学生 北信越地区予選大会(個人戦)

北信越 福井県

福井市 福井運動公園テニス場

6 17(土)～19(月)

20(火) 北信越小学生テニス選手権大会 兼 第35回全国小学生 北信越地区予選大会

北信越 長野県

松本市 信州スカイパークテニスコート

7 15(土)～18(火)

19(水) 北信越ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニア北信越予選大会（U18・U16)

北信越 新潟県

長岡市 長岡市営希望が丘テニス場

7 15(土)～18(火)

19(水) 北信越ジュニアテニス選手権大会 兼 全日本ジュニア北信越予選大会（U14・U12)

北信越 石川県

能美市 辰口丘陵公園テニスコート

7 29(土）

30(日） 北信越中学生テニス選手権大会 兼 第44回全国中学生 北信越地区予選大会(団体戦)

北信越 富山県

富山市 岩瀬スポーツ公園テニスコート
長岡市 長岡市営希望が丘テニス場

8 25(金)～27(日)

第12回 長岡市チャンピオンシップテニス大会（国体 少年男子・少年女子）

長岡市 長岡市

8 26(土)～28(月)

2017 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会U－13 北信越地域予選大会

北信越 新潟県 南魚沼市 大原運動公園テニスコート

9 8(金）～11（月）

12（火） 2017 Ｕ15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第36回中牟田杯）北信越地区予選大会

北信越 富山県

富山市 岩瀬スポーツ公園テニスコート

10 28(土)～30(月)

31(火) JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ 第38回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 北信越地区予選大会

北信越 長野県

松本市 信州スカイパークテニスコート

11 4(土)

5(日) 第8回北信越中学生選抜新人テニス大会(団体戦)

北信越 福井県

福井市 福井運動公園テニス場

北信越 石川県

金沢市 いしかわ総合スポーツセンター

1（火） 2018 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 北信越地区予選大会

北信越 富山県

富山市 岩瀬スポーツ公園テニスコート

19(月) 第51回北信越高等学校体育大会テニス競技

高体連 福井県

福井市 福井運動公園テニス場

23(月) 第40回全国選抜高等学校テニス大会北信越大会

高体連 福井県

福井市 福井運動公園テニス場

12 23(土)～24(日)
30/3 29(土)～31（月）

第9回北信越地区県対抗小学生テニス選手権大会(団体戦)

高体連大会
6 16(金）～18(日）
10 20(金）～22(日）
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【全国大会】
一般大会
7 21(金)～23(日)

第41回全日本都市対抗テニス大会

JTA

福井県

福井市 福井運動公園テニス場

8 25(金)～27(日)

第56回全国実業団対抗テニス大会(全国ビジネスパル・テニス)（全国B大会）

JTA

石川県

七尾市 和倉温泉運動公園テニスコート

9 16日(土)～27日(火)

日本スポーツマスターズ2017 兵庫大会

JTA

兵庫県

三木市 ブルボンビーンズドーム・しあわせ村

9 20(水)～23(土)

2017 日本テニス選手権東日本大会

JTA

岩手県 八幡平市 安比高原テニスコート

10 1(日)～4(水)

第72回国民体育大会 テニス競技

JTA

愛媛県

10 1(土)～11(火)

第79回全日本ベテランテニス選手権 40・50・60・70・80歳以上

JTA

愛知県 名古屋市 東山公園テニスセンター

10 1(土)～11(火)

第79回全日本ベテランテニス選手権 35・45・55・65・75・85歳以上

JTA

福岡県

福岡市 博多の森テニス競技場

10 6(金)～8(日)

第31回全国実業団対抗テニストーナメント(全国A大会)

JTA

広島県

広島市 広域公園テニスコート

10 22(日)～30(月)

2017 第91回全日本テニス選手権

JTA

JTA

4 4(火)～8(土)

MUFGジュニアテニストーナメント 2017

JTA

愛知県 名古屋市 東山公園テニスセンター

5 18(水)～21(日)

DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 ワールドジュニア代表選考会

JTA

千葉県

7 28(金)～30(日)

第35回全国小学生テニス選手権大会

JTA

東京都 世田谷区 第一生命相娯園グラウンドテニスコート

8 8(火)～17(木)

DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権’１７ ｓｕｐｐｏｒｔed by NISSHINBO

JTA

大阪府

8 18(金)～24(木)

平成29年度 第44回全国中学生テニス選手権大会

JTA

沖縄県

沖縄市 沖縄県総合運動公園

10 13(金)～15(日)

2017 ＲＳＫ 全国選抜ジュニアテニス大会 Ｕ－13

JTA

岡山県

岡山市 岡山市浦安テニスコート

10 31(火)～11/5(日)

2017 Ｕ－15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第36回 中牟田杯）

JTA

福岡県

福岡市 博多の森テニス競技場

12 14(木)～17(日)

第38回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会（JOCジュニアオリンピックカップ）

JTA

兵庫県

三木市 ブルボンビーンズドーム

松山市 愛媛県総合運動公園・松山中央公園

江東区 有明の森公園

ジュニア大会

第6回 全国選抜中学校ﾃﾆｽ大会

30/3

全中テ連 香川県

柏市

大阪市・江坂市

吉田記念研修センター

靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ/江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

高松市 香川県総合運動公園テニス場

全国高体連大会
8 1(火)～8(火)
30/3 20(火)～26(月)

全国高等学校総合体育大会ﾃﾆｽ競技・第74回全国高等学校対抗ﾃﾆｽ大会・第107回全国高等学校ﾃﾆｽ選手権 全高体連 福島県 会津若松市 会津総合運動公園テニスコート

第40回 全国選抜高校ﾃﾆｽ大会

全高体連 福岡県

確認中

平成29年度全日本学生テニス選手権大会

全日学連

確認中

平成29年度全日本大学対抗テニス王座決定試合

全日学連

確認中

平成29年度全日本学生室内テニス選手権大会

全日学連

全国学生大会

福岡市 博多の森ﾃﾆｽ競技場
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北 信 越 テ ニ ス 協 会

平成２９年度 大 会 日 程 表 －２
北信越テニス協会トーナメント委員会 2017/2/5

トレーニング合宿
期

事

日

業

名

主催

12月23日(土)～24日(日) 小学生団体戦＆ジュニアトレーニング合宿

北信越

未定
(JTA申請中）

2017 ＪＴＡ地域伝達ジュニアＵ１４強化合宿
及び 指導者講習会

北信越

３０年１月６日(土)～８日(月)

2017 ＪＴＡ地域伝達ジュニアＵ１２強化合宿
及び 指導者講習会

北信越

会
石川県

場
金沢市

いしかわ総合スポーツセンター

富山県
長野県 松本市
南部屋内運動場

公認指導員研修会
期

日

研

修

会

名

第29回（平成29年度）

11月11日(土)

北信越テニス指導者研修会（TTC科学セミナー）

主 催
北信越

会
富山県

場
富山市

八尾コミュニティーセンター＆アリーナ

北信越地域内で開催される国際大会
期

日

大

会

名

主催

ITF
軽井沢国際女子テニス大会 2017
女子 Ｓ・Ｄ
女子 ＄25,000
軽井沢フューチャーズテニストーナメント2017
ITF
5月29日(月)～6月4日(日)
男子Ｓ・Ｄ
男子 ＄25,000
ＪＰＴＡ能登和倉国際女子オープンテニス 2017 ITF
8月27日(日)～9月3日(日)
女子 Ｓ・Ｄ
女子 ＄25,000

5月24日(水)～28日(日)
予選22日(月）・23(火)

会

場

長野県 軽井沢町
風越公園屋外コート
長野県 軽井沢町
軽井沢会テニスコート
石川県 七尾市
和倉温泉運動公園テニスコート

北信越地域内で開催されるＪ1(賞金)大会
期

日

7月24日(月)～29日(土)

大

会

名

北國新聞杯争奪 石川オープンテニス 2017
男子Ｓ・Ｄ

男子150万

主催
石川県TA

会

場

石川県 小松市
末広テニスコート

北信越行事-3

北信越テニス協会大会主管割当５か年予定表
ベテラン・ジュニア大会平成１９年から固定化、５年毎見直しとする。
北信越テニス協会トーナメント委員会 2017/2/5

一般大会

5年後見直し（H29～33年度末）

大 会 名

平成29 平成30 平成31 平成32 平成33

日程の概要

全日本都市対抗テニス大会 北信越予選

富山県 富山県 富山県 富山県 富山県

Ｈ26～富山県、5月下旬

北信越テニス選手権大会(一般 J1-7)
賞金(男100万、女100万）、北信越TAが拠出

新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 ６月下旬

北信越国民体育大会(成年種別）

福井県 新潟県 石川県 富山県 長野県 7～8月初旬

ダンロップトーナメント 北信越決勝大会

石川県 石川県 石川県 石川県 石川県 10月上旬

ベテラン大会
北信越ベテランテニス選手権大会

長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 ８月上旬

ジュニア大会
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 北信越予選大会

富山県 富山県 富山県 富山県 富山県 ４月上旬

小学生選手権大会(個人戦) 北信越予選

長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 ６月上旬

中学生選手権（個人戦） 北信越予選

福井県 福井県 新潟県 新潟県 新潟県 ６月上旬 H31～新潟

中学生選手権（団体戦） 北信越予選

富山県 富山県 富山県 富山県 富山県 ７月下旬

北信越ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１８・１６ 新潟県 新潟県 福井県 福井県 福井県

海の日含む(4日日程)
H31～福井県

北信越ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１４・１２ 石川県 石川県 石川県 石川県 石川県 海の日含む(4日日程)
長岡市チャンピオンシップテニス大会

新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 ８月下旬

ＲＳＫ Ｕ13全国選抜ジュニア 北信越予選大会 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 ９月上旬
中牟田杯 Ｕ15全国選抜ジュニアテニス 北信越予選大会

富山県 富山県 富山県 富山県 富山県 ９月下旬

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本Ｊｒ選抜室内北信越予選大会

長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 10月中旬

北信越中学生選抜新人テニス大会(団体戦)

福井県 長野県 新潟県 富山県 石川県 11月上旬

北信越地区県対抗小学生テニス選手権大会(団体戦) 石川県 石川県 石川県 石川県 石川県 12月上旬

ジュニア合宿
NTCナショナルメソッド地域伝達強化合宿 U12 長野県 新潟県 富山県 福井県 石川県 主管県による
NTCナショナルメソッド地域伝達強化合宿 U14

北信越ジュニアトレーニング合宿 小学生

未定

石川県 石川県 石川県 石川県 石川県 １月

高体連大会
北信越高校総合体育大会テニス （高体連）

福井県 新潟県 富山県 石川県 長野県 ６月上旬

全国選抜高校テニス北信越大会（高体連）

福井県 長野県 福井県 新潟県 石川県 10月上旬

実業団大会
全国実業団対抗テニス大会ビジネスパル 北信越予選（Ｂ)

石川県 福井県 富山県 長野県 新潟県 ６月上旬

全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 北信越予選（Ａ) 長野県 新潟県 石川県 富山県 福井県 ９月上旬

主要全国大会の今後の開催予定県
H29

H30

H31

(2017)

(2018)

(2019)

H32
(2020)

H33

H34

H35

H36

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

H37

H38

国民体育体育大会 愛媛県 福井県 茨城県 鹿児島県 三重県 栃木県 佐賀県 滋賀県 青森県 宮崎県

全日本都市対抗

福井県 茨城県 鹿児島県 三重県 栃木県 佐賀県 滋賀県 青森県
北信越(富山)
インターハイ(テニス) 南東北 東海 南九州(宮崎)
北海道
全中(テニス)
九州
中国
近畿
関東 東海
四国
北信越
東北
ねんりんピック
秋田県 富山県
日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 兵庫県 札幌市 岐阜県

H39

(2025) (2026) (2027)

宮崎県

