2017年関東ジュニアトーナメントスケジュール
全国
◇スケジュールの見方
スケジュールの内容は予定です。日程や締切日等が
変更になる場合がありますので早めに問い合わせ、
必ず大会要項や大会ホームページで確認してから
申し込みましょう。
大会期日は大会初日と最終日を掲載しています。

◇2017年度年齢制限
18歳以下-1999年(平成11年)1月1日以降出生

(※)＝クローズ大会
★＝関東ジュニア登録が必要な大会
☆＝関東ジュニア登録が必要な2018年度の大会
G＝大会グレード
Gで示された大会に出場すると成績がポイントに
加算されコンピューターランキングにランキング
されます。ランキングの詳細はハンドブックを
参照してください。

12歳以下-2005年(平成17年)1月1日以降出生

16歳以下-2001年(平成13年)1月1日以降出生
14歳以下-2003年(平成15年)1月1日以降出生

◇大会グレード
公認大会のグレートは下記のように
記載しております。
グレード1＝G1
グレード2＝G2
グレード3＝G3
グレード4A＝G4A
グレード4B＝G4B
グレード4C＝G4C

◇ランキング発表
毎月末(予定)にホームページで最新の
関東ジュニアランキングが発表されます。
パソコンまたは携帯電話から確認するこ
とができます。発表されたランキングの
ポイント等について不明点や問い合わせ
がある場合は、返信用封筒(宛先住所・
氏名を記入して82円切手を貼ったもの)
を同封の上次の必要事項を書いて文書
で関東テニス協会に送付してください。
必要事項／①ジュニア登録番号と氏名
②所属団体名 ③自宅住所・電話番号
④疑問点等問い合わせの内容

関東
東京都
神奈川県
千葉県
埼玉県
群馬県
茨城県
山梨県
栃木県

◇学校連盟連絡先一覧
中学校
高校
小平第二中学校／篠田 徹
柳川高校／本田健児
042-341-0244
0944-73-3333
小平第二中学校／篠田 徹
西高校／富田康次郎
042-341-0244
03-3333-7771
青陵中学校／鈴木千徳
玉川学園高等部／渡辺洋司
042-376-2211
090-3084-9612
鎌倉学園中学校／齋藤修一
鶴見高校／小林 覚
0467-22-0994
045-581-4682
東邦中学校／大塚敏久
東京学館浦安高校／川井良真
047-472-8191
047-353-8821
立教新座中学校／久保裕一郎
川口北高校／福元健二
048-471-2323
048-295-1006
宝泉中学校／谷江 淳
前橋女子高校／井田 敦
070-3163-0071
027-221-4188
茨城中学校／鯨井章二
下館工業高校／鈴木好史
029-221-4936
0296-22-3632
甲陽学園桜木分校／仲沢一雄
北杜高校／齋藤 隆
055-266-4314
0551-20-4025
宇都宮海星女子学院／齋藤良徳
烏山高校／竹中謙介
028-667-0700
0287-83-2075

大会
グレー 大会期日
ド

大会名

種目

締切
予定日

会場

主催

問合せ先

大会ウェブサイト

★G3A 2/19-3/31

東京ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

有明ﾃﾆｽの森公園 他

東京都テニス協会

03-5327-2733

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

★G3A 2/19-31

神奈川県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

横浜・川崎・厚木公営ｺｰﾄ・荏原SSC他 神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

★G4C 2/25-3/4

TTC12歳以下ジュニアテニストーナメント スプリング

12歳以下男女S

2/1

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

★G3B 3/3-29

茨城県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

笠松運動公園 他

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

★G3B 3/4-31

栃木県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

栃木県総合運動公園 他

栃木県テニス協会

090-5525-9493 http://www.tochigi-tennis.com

★G3B 3/4-31

群馬県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

ALSOKぐんまｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

群馬県テニス協会

027-223-7800

http://www8.wind.ne.jp/gta/

★G3A 3/5-4/2

埼玉県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

★G3A 3/5-31

千葉県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県テニス協会

047-497-8588

http://www.cta-jc.com/

★G4C 3/11-12

TTC14歳以下ジュニアテニストーナメント スプリング

14歳以下男女S

2/11

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

★G3B 3/11-28

山梨県ジュニアテニス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女SD

1/25

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

全国選抜高校テニス選手権大会

団体戦・個人戦男女SD

博多の森競技場 他

日本テニス協会・全国高体連

学校連盟一覧参照 http://koko-tennis.com/

★G4C 3/25-4/5

三芳グランド春のジュニアコンペティション

18・16・14・12歳以下男女S

3/10

豊島区立三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ティー・エス・ジャパン

049-259-9397

http://www.tsjapan.com/tourment/

★G4C 3/27-4/4

京王スプリングテニストーナメント

18・14歳以下男女S

3/1

京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

京王レクリエーション

042-487-5189

http://www.keio-tc.com

★G4C 3/27-4/2

シードジュニアカップ

18・16・14・12男女S

2/26

ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・ﾃﾆｽﾊﾚ大宮

シードテニスクラブ

048-952-4110

http://www.seed-tc.co.jp

★G4B 3/28-4/5

シルクカップジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

2/18

有明ﾃﾆｽの森公園

東京ジュニアテニストレーニングセンター

03-5313-0087

http://www.tokyo-jttc.com

★G4C 3/29-31

まちだ成瀬ジュニアトーナメント3月大会

14・12歳以下男女S

2/28

成瀬ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

ユニコーン

042-727-6240

http://www.naruseclean-tennis.com/

★G4C 3/31-4/9

むさしの村チェリージュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

2/25

むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

むさしの村ローンテニスクラブ

0480-62-2689

http://mltc.jp

★G3A 3/31-4/2

千葉県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

2/15

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県テニス協会

047-497-8588

http://www.cta-jc.com/

ベスト32よりポイント対象

★G3B 4/1-30

群馬県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

3/1

前橋総合運動公園

群馬県テニス協会

027-223-7800

http://www8.wind.ne.jp/gta/

ベスト32よりポイント対象

★G3B 4/1-3

栃木県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

2/26

栃木県総合運動公園

栃木県テニス協会

0282-43-7597

http://www.tochigi-tennis.com

ベスト32よりポイント対象

MUFGジュニアテニストーナメント

16歳以下男女S

愛知/東山公園

日本テニス協会

03-3481-2321

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

-

G1

3/20-26

4/4-8

備考

★G3A 4/6-23

埼玉県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

3/1

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

★G4C 4/8-5/5

ありのみカップ 春

18・16・14・12歳以下男女S

3/3

ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ船橋 他

オールサムズ

047-406-6665

http://www.allthumbs.co.jp

ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

★G2 4/8-10

DUNLOP CUP

ベスト32よりポイント対象

全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会

14・12歳以下男女S

★G3B 4/8-22

山梨県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

3/25

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

ベスト32よりポイント対象

★G3B 4/8-9

茨城県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

3/17

筑波北部公園

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

ベスト32よりポイント対象

★G4B 4/15-29

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCアーリーサマージュニアトーナメント

14・12歳以下男女S

3/16

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

栃木県高校総合体育大会兼関東高校テニス大会栃木県予選(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

未定

栃木県総合運動公園 他

栃木県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

★G3A 4/16-23

東京都小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

3/24

有明ﾃﾆｽの森公園

東京都テニス協会

03-5327-2733

★G3A 4/16-5/5

神奈川県小学生テニス選手権大会(※)

小学生男女S(12歳以下男女)

4/3

横浜市営ｺｰﾄ 他

神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

群馬県高校総合体育大会予選大会(※)

個人戦男女SD

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

G3A 4/23-5/28

東京都高等学校テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

未定

小金井公園庭球場 他

東京都高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-tennis/

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

G3A 4/23-5/27

神奈川県高等学校テニス大会兼関東高校テニス大会予選(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

4/7

各校ｺｰﾄ・県内公営ｺｰﾄ

神奈川県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.k-tennis.net/

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

神栖市海浜運動公園

茨城県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.geocities.jp/ibhtennis/ken

-

-

-

4/15-30

4/22-30

4/29-5/4

★G4C 4/29-5/5

関東高校テニス大会茨城県予選会兼茨城高校テニス選手権(※) 個人戦男女SD・団体戦男女

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

ベスト32よりポイント対象
ベスト32よりポイント対象

Verde Cup 山梨北杜オープンジュニア 春

18・16・14・12歳以下男女SD

未定

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

神奈川県中学校テニス大会(※)

個人戦男女SD

4/8

桐光学園中・ｻﾚｼﾞｵ学院中 他

神奈川県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://kanagawa-jhs-tennis.com/

★G4C 4/29-5/5

PITA Cup Junior Tennis Tournament

12歳以下男女S

4/8

ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

パームインターナショナルテニスアカデミー

0467-50-1155

http://palm-sportsclub.com

★G4C 4/29-5/7

(株)野村建設工業高崎オープンジュニアspring

18・16・14・12歳以下男女S

3/20

高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他

高崎テニスクラブ

027-353-5855

http://www.2.wind.ne.jp/takasaki-tennisclub/

★G4C 4/29-5/7

桜田12歳以下ジュニアトーナメント

12歳以下男女S

3/31

桜田倶楽部

桜田倶楽部

042-488-8870

http://school.tennis365.net/sakurada-club/

★G4C 4/29-5/7

むさしの村ジュニアトーナメント 5月

16・14歳以下男女S

3/30

むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

むさしの村ローンテニスクラブ

0480-62-2689

http://mltc.jp

関東高校テニス大会埼玉県予選大会(※)

個人戦男女SD

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://kobaton.com

G3B 4/29-5/3

山梨県中学校テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県小中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

G3A 4/30-5/6

関東高校テニス大会千葉県予選
兼千葉高校総合体育大会テニス大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

4/25

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.chiba-hs-tennis.com

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

G3B 4/30-5/5

茨城県中学生テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

4/7

笠松運動公園

茨城県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://ibatyuteren.seesaa.net/

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ首都圏オープン春季大会18・14歳以下

18・14歳以下男女SD

4/19

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

グリーンテニスプラザ

048-295-6000

群馬県高校総合体育大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

G3A 5/3-6/15

千葉県中学生テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

3/24

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

G3B 5/3-13

関東中学生テニス選手権群馬県予選大会(※)

個人戦男女SD

4/12

ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ太田 他

群馬県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

G3B 5/5-14

栃木県中学生テニス選手権兼関東中学テニス選手権予選(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

4/14

市営屋板運動場 他

栃木県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

G3B 5/5-14

山梨県高校総合体育大会兼関東高校テニス大会県予選(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

4/15

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 他

山梨県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.kai.ed.jp/yktennis/

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

秩父オープンジュニアトーナメント 5月

18・16・14・12歳以下男女S

4/19

秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ

ファイブフォー

03-6455-0462

G3A 4/29-5/28

-

4/29-5/3

★G4C 5/3-20
-

5/3-13

★G4C 5/4-7

http://www.jop-tennis.com/J/
Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

http://www.greentennisplaza.com/

http://www.spojin.com

-

5/13-15

関東高校テニス大会埼玉県予選大会(※)

団体戦男女

5/8

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://kobaton.com

-

5/14

関東中学生テニス選手権群馬県予選大会(※)

団体戦男女

4/12

ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ太田

群馬県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

5/18-21

DUNLOP CUP

千葉/吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

日本テニス協会

03-3481-2321

有明ﾃﾆｽの森公園 他

東京都中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://www.ctr-tennis.com

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

神栖市海浜運動公園

茨城県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.geocities.jp/ibhtennis/ken

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

G1

全国選抜ジュニアテニス選手権大会

14・12歳以下男女S

G3A 5/20-27

東京都中学校テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

G3B 5/20-28

茨城県高校総合体育大会兼
全国高校総合体育大会茨城県予選大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

G3B 5/20-6/4

全国高校総合体育大会群馬県予選大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

5/9

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

G3B 5/20-6/4

全国高校総合体育大会栃木県予選大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

未定

栃木県総合運動公園 他

栃木県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ首都圏オープン春季大会16・12歳以下

16・12歳以下男女SD

5/12

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

グリーンテニスプラザ

048-295-6000

http://www.greentennisplaza.com/

全国小学生テニス選手権関東予選大会

小学生男女S(12歳以下男女)

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

全国高校総合体育大会神奈川県予選(※)

個人戦男女SD

5/27

各校ｺｰﾄ・県内公営ｺｰﾄ

神奈川県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.k-tennis.net/

ニューバランスチャレンジカップ2017

18・16・14・12歳以下男女S

5/8

亜細亜大学日の出ｷｬﾝﾊﾟｽｺｰﾄ

アジアスポーツクラブ

070-5071-8387 http://autennis.blogspot.jp

全国高等学校テニス大会埼玉県予選大会(※)

個人戦男女SD

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://kobaton.com

全国高校総合体育大会テニス大会山梨県予選(※)

団体戦男女

5/18

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 他

山梨県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.kai.ed.jp/yktennis/

★G4C 5/27-7/2

フェニックス大磯ジュニアトーナメント 夏

18・16・14・12歳以下男女S

5/9

大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

フェニックススポーツ

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

★G4C 5/27-6/10

埼玉荒川ジュニアトーナメント 夏

18・16・14・12歳以下男女S

5/8

荒川総合運動公園 他

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

埼玉県学校総合体育大会(中学校の部・テニス)(※)

個人戦男女SD

5/24

大宮第二公園

埼玉県中学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.saitama-jhs-tennis.com/

★G4C 5/21-6/18
★G2 5/27-29
-

5/27-6/18

★G4C 5/27-6/5
G3A 5/27-30
-

5/27-6/4

G3A 5/30-31

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象(個人戦のみ)

-

6/2-4

千葉県高等学校総合体育大会テニス大会(※)

団体戦男女

5/26

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

千葉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.chiba-hs-tennis.com

-

6/3-4

全国高校テニス大会埼玉県予選大会(※)

団体戦男女

5/31

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://kobaton.com

MtFuji 山中湖ジュニアトーナメント

14・12歳以下男女S

5/11

民宿ﾐｯﾁｰﾗﾌﾞ・ｽﾍﾟﾗﾝザ丸石ｺｰﾄ

エストテニスクラブ

055-222-0040

★G4C 6/3-10

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

Sベスト32Dベスト16よりポイント対象

http://www.estcluc.co.jp

-

6/4-7/9

神奈川県中学校テニス大会(※)

団体戦男女

4/8

桐光学園中・ｻﾚｼﾞｵ学院中 他

神奈川県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://kanagawa-jhs-tennis.com/

★

6/10-11

RSK全国選抜・全国選抜(中牟田杯)茨城県予選大会
(※)

15・13歳以下男女S

5/19

未定

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

TTA CUP ダブルス選手権大会(※)

18・16・14・12歳以下男女D

5/20

栃木県総合運動公園

栃木県テニス協会

0282-43-7597

http://www.tochigi-tennis.com

関東高等学校テニス大会

個人戦男女SD・団体戦男女

三ツ沢公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

関東高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

ATF 14Uシリーズ
須玉国際ジュニアテニストーナメント

14歳以下男女SD

6/8

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

国際テニスコミッション・関東テニス協会

055-222-0040

埼玉県学校総合体育大会(中学校の部・テニス)(※)

団体戦男女

7/11

吉見総合運動公園

埼玉県中学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.saitama-jhs-tennis.com/

関東ジュニアテニス選手権大会

18・16・14・12歳以下男女SD

未定

ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

★G4B 7/15-28

グリーンカップ埼玉オープンサマージュニア

18・16・14・12歳以下SD

7/3

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

グリーンテニスプラザ

048-295-6000

http://www.greentennisplaza.com/

★G4C 7/21-8/18

京王サントリーサマージュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

6/27

京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

京王レクリエーション

042-487-5189

http://www.keio-tc.com

★G4B 7/22-8/2

埼玉オープン夏季ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

6/14

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

★G4C 7/23-30

ジュンレオサマージュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

6/19

ｼﾞｭﾝﾚｵﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ｼﾞｭﾝﾚｵﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

046-236-5502

http://www.junleo-ta.jp/

★G4B 7/24-30

東京ジュニアテニスサーキット(Ⅰ)

18・16・14・12歳以下男女S

6/10

百草ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ・狛江ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他 東京ジュニアサーキット実行委員会

042-635-0294

http://www.hftc.jp/tokyojr/

★G4C 7/24-8/2

三芳グランドSUMMERジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

7/10

豊島区立三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ティー・エス・ジャパン

049-259-9397

http://www.tsjapan.com/tourment/

東京都中学校総合体育大会(※)

団体戦男女

7/7

有明ﾃﾆｽの森公園 他

東京都中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://www.ctr-tennis.com

★G4B 7/24-8/20

Prince 関東ジュニアテニスツアーTTC大会

18・16・14・12歳以下男女SD

6/24

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

★G4B 7/24-30

Prince 関東ジュニアテニスツアー荏原SSC12歳大会

12歳以下男女SD

6/23

荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

荏原湘南スポーツセンター

0466-81-3411

http://www.ebarassc.co.jp

★G4B 7/24-8/20

Prince 関東ジュニアテニスツアー桜田大会

18・16・14・12歳以下男女SD

6/23

桜田倶楽部

桜田倶楽部

042-488-8870

http://school.tennis365.net/sakurada-club/

★G4C 7/24-28

苺カップジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

7/7

日光運動公園

LOVE JAPAN SPORTS NEIWORK

029-846-2360

http://www.asahi-net.or.jp/^qm6k-tkhs/123lovespo.htm

★G4C 7/24-27

城東ジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

6/1

ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・金町ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 他 東京都テニス事業協会第1支部

03-3659-0842

http://tennis.hmwr-gr.net/joto-blog/

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県小中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

★G3B 6/10-18
G2

6/10-12

G2
7/1-7
ATF
-

7/13

★G2 7/15-20

-

7/24-26

-

7/25-26

山梨県中学校総合体育大会(※)

個人戦・団体戦男女

-

7/25-29

群馬県中学生テニス選手権大会(※)

個人戦男女

6/28

群馬県営敷島公園

群馬県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

-

7/25-26

千葉県中学校総合体育大会(※)

団体戦男女

7/23

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

千葉県小中学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

-

7/26-28

栃木県夏季中学生テニス選手権大会(※)

中学生男女SD

6/19

栃木県総合運動公園 他

栃木県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

http://www.estcluc.co.jp

★G4C 7/27-8/2

ブリヂストン日の出オープンジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

亜細亜大学日の出ｷｬﾝﾊﾟｽｺｰﾄ

アジアスポーツクラブ

070-5071-8387 http://autennis.blogspot.jp

全国小学生テニス選手権大会

小学生男女S

東京/第一生命相娯園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

日本テニス協会

03-3481-2321

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

★G4C 7/28-8/6

昭和の森ジュニアサマー スマッシュカップ

18・16・14・12歳以下男女SD

7/14

昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

昭和の森テニスセンター

042-543-2103

http://showasp.co.jp/sports/

★G4C 7/29-8/3

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｼﾞｭﾆｱﾂｱｰｽﾞ新所沢ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

6/22

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

ブリヂストンテニスハウス新所沢

04-2924-2160

http://bssa.co.jp/shintokorozawa/tennis/

関東中学生テニス選手権大会

団体戦男女

未定

小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

関東中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

★G4B 7/31-8/9

シルクカップサマージュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

6/23

舎人公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

東京ジュニアテニストレーニングセンター

03-5313-0087

http://www.tokyo-jttc.com

★G4B 7/31-8/6

東京ジュニアテニスサーキット(Ⅱ)

18・16・14・12歳以下男女S

6/10

百草ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ・狛江ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他 東京ジュニアサーキット実行委員会

042-635-0294

http://www.hftc.jp/tokyojr/

★G4B 7/31-8/6

Prince 関東ジュニアテニスツアー荏原SSC18歳大会

18歳以下男女SD

6/23

荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

荏原湘南スポーツセンター

0466-81-3411

http://www.ebarassc.co.jp

★G4C 7/31-8/8

野火止サマージュニアトーナメント

18・16・14歳以下男女S

7/12

野火止ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

野火止テニスクラブ

042-487-5189

http://www.nobitometennisclub.jp/

★G4C 7/31-8/3

山梨県小瀬ジュニアテニス大会 Ⅰ

18・16歳以下男女S

7/15

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会・エストテニスクラブ

255-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

全国高等学校テニス選手権大会

個人戦・団体戦男女

福島/会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

全国高校総体大会実行委員会

03-5990-5752

★G4C 8/1-9

GODAI横浜サマージュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

未定

新横浜公園テニスコート 他

横浜市テニス協会

045-663-0557

http://www.jop-tennis.com/J/

★G4B 8/2-13

むさしの村ジュニアテニストーナメントNATSU

18・16・14・12歳以下男女S

6/24

むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

むさしの村ローンテニスクラブ

0480-62-2689

http://mltc.jp

関東中学生テニス選手権大会

個人戦男女SD

未定

有明ﾃﾆｽの森公園 他

関東中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

★G4C 8/4-15

三芳グランド夏のジュニアコンペティション

18・16・14・12歳以下男女S

7/21

豊島区立三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ティー・エス・ジャパン

049-259-9397

http://www.tsjapan.com/tourment/

★G4C 8/7-11

埼玉ジュニアテニスサーキットイースタンジュニア

18・16・14・12歳以下男女S

7/6

ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼玉ジュニアサーキット実行委員会

048-952-4110

http://www.seed-tc.co.jp

★G4B 8/7-13

東京ジュニアテニスサーキット(Ⅲ)

18・16・14・12歳以下男女S

6/10

百草ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ・狛江ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他 東京ジュニアサーキット実行委員会

042-635-0294

http://www.hftc.jp/tokyojr/

★G4B 8/7-13

Prince 関東ジュニアテニスツアー荏原SSC14歳大会

14歳以下男女SD

6/23

荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

荏原湘南スポーツセンター

0466-81-3411

http://www.ebarassc.co.jp

★G4C 8/7-11

ダンロップ杯茨城ジュニアテニス大会

18・16・14・12歳以下男女SD

7/14

二の宮公園 他

日本スポーツ振興協会

029-858-3122

http://www.jop-tennis.com/J/

7/13

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 他

山梨県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.kai.ed.jp/yktennis/

大阪/靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

日本テニス協会

03-3481-2321

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

G1

-

G1

G2

7/28-30

7/31-8/1

8/1-8

8/3-7

7/10

-

8/8-11

山梨県高等学校学年別テニス大会(※)

個人戦男女S

G1

8/8-17

全日本ジュニアテニス選手権大会

18・16・14・12歳以下男女SD

★G4C 8/8-10

まちだ成瀬ジュニアトーナメント 8月

14・12歳以下男女S

7/8

成瀬ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

ユニコーン

042-727-6240

http://www.naruseclean-tennis.com/

★G4C 8/10-16

ありのみカップ 夏

18・16・14・12歳以下男女S

7/5

ｵｰﾙｻﾑｽﾞ

オールサムズテニスクラブ船橋

047-406-6665

http://www.allthumbs.co.jp

★G4C 8/11-17

(株)野村建設工業高崎オープンジュニアsummer

18・16・14・12歳以下男女S

6/25

高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他

高崎テニスクラブ

027-353-5855

http://www2.wind.ne.jp/takasaki-tennisclub/

★G4C 8/14-19

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｼﾞｭﾆｱﾂｱｰｽﾞ浦和ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

7/10

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 他

ブリヂストンテニスハウス浦和

048-810-4780

http://www.bssa.co.jp/urawa/tennis/

★G4B 8/14-20

Prince 関東ジュニアテニスツアー荏原SSC16歳大会

16歳以下男女SD

6/23

荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

荏原湘南スポーツセンター

0466-81-3411

http://www.ebarassc.co.jp

★G4A 8/14-26

ブリヂストンオープン毎日テニス選手権ジュニア大会

18・16・14・12歳以下男女SD

7/24

有明ﾃﾆｽの森公園・昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

毎日新聞社

03-3212-0807

http://www.maitospo.com/

群馬県高校新人テニス大会予選大会(※)

個人戦男女SD

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

★G4C 8/17-30

フェニックス大磯ジュニアテニストーナメント 夏休み

18・16・14・12歳以下男女S

8/1

大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

フェニックススポーツ

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

★G4C 8/16-29

千葉ジュニアサマーテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

6/14

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県テニス協会

047-497-8588

http://www.cta-jc.com/

全国中学生テニス選手権大会

団体戦男女・個人戦男女SD

沖縄/沖縄県総合運動公園

全国中学校テニス連盟・日本テニス協会

03-3481-2321

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

Miyoshi ジュニアチャレンジカップ

18・16・14・12歳以下男女S

8/4

豊島区立三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ティー・エス・ジャパン

049-259-9397

http://www.tsjapan.com/tourment/

神奈川県高等学校新人テニス大会兼
全国選抜高校神奈川大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

7/7

各校ｺｰﾄ・県内公営ｺｰﾄ

神奈川県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.k-tennis.net/

★G4C 8/21-25

那須高原みるひぃカップジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

7/21

那須塩原市黒磯運動場

日本スポーツ振興協会

028-640-6640

http://www.jop-tennis.com/J/

★G4C 8/21-25

大宮ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

7/6

テニスハレ大宮・東大宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼玉ジュニアサーキット実行委員会

048-683-0673

http://higashiomiya.jp/

★G4C 8/22-25

YONEX CUP ビックKオープンジュニア

18・16・14・12男女S

8/1

ﾋﾞｯｸﾞKﾃﾆｽｽｸｰﾙ吉祥寺

ビッグKテニス

03-3928-1112

http://www.bigk.co.jp

-

G1

8/16-19

8/18-24

★G4C 8/18-29
-

8/19-11/4

-

8/22-9/18

神奈川県中学校新人テニス大会(※)

個人戦男女SD

7/1

桐光学園中・ｻﾚｼﾞｵ学院中 他

神奈川県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://kanagawa-jhs-tennis.com/

-

8/23-26

茨城県中学生新人テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

7/7

笠松運動公園

茨城県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://ibatyuteren.seesaa.net/

★G4C 8/24-9/9

山梨県小瀬ジュニアテニス大会 Ⅱ

14・12歳以下男女S

8/10

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県協会・エストテニスクラブ

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

★G4B 8/26-9/10

とちぎオープンジュニアトーナメント

18・16・14・12以下男女S

7/18

宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他

栃木県テニス協会

0285-53-2501

http://www.tochigi-tennis.com

★G4C 8/26-31

Verde Cup 山梨北杜オープンジュニア 夏

18・16・14・12以下男女SD

未定

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

RSK全国選抜ジュニアテニス大会関東予選大会

13歳以下男女S

未定

ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

★G4C 9/2-9

TTC12歳以下ジュニアトーナメントinオータム

12歳以下男女S

8/10

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

★G4C 9/2-10

秩父オープンジュニアトーナメント 9月

18・16・14・12歳以下男女S

8/16

秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ

ファイブフォー

03-6455-0462

http://www.spojin.com

全国選抜ジュニアテニス選手権(中牟田杯)関東予選大会 15歳以下男女S

未定

ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

☆G4C 9/9-11/12

フェニックス大磯ジュニアトーナメント 秋

18・16・14・12以下男女S

8/22

大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

フェニックススポーツ

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

★G4C 9/9-24

笠間市長杯ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

8/18

笠間市総合公園 他

日本スポーツ振興協会

029-858-3122

http://www.jop-tennis.com/J/

群馬県中学生新人テニス選手権大会(※)

団体戦男女

8/23

群馬県営敷島公園

群馬県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

★G2 9/2-4

★G2 9/9-11

-

9/9

-

9/10-10/22 東京都高等学校新人テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

未定

有明テニスの森公園 他

東京都高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-tennis/

-

9/16-23

東京都中学校新人テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

9/12

有明ﾃﾆｽの森公園 他

東京都中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://www.ctr-tennis.com

★G4C 9/16-18

TTC14歳以下ジュニアトーナメントinオータム

14歳以下男女S

8/24

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

☆G4C 9/16-10/1

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ首都圏オープン秋季大会16・12歳

16・12歳以下男女SD

9/6

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

グリーンテニスプラザ

048-295-6000

http://www.greentennisplaza.com/

未定

栃木県総合運動公園 他

栃木県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

神栖市海浜運動公園

茨城県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.geocities.jp/ibhtennis/ken

-

9/17-11/4

栃木県高等学校新人テニス大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

-

9/23-24

群馬県高校新人テニス大会(※)

個人戦男女SD

-

9/23-24

茨城県高校テニス新人選手権大会(※)

個人戦男女SD

-

9/23-10/15 神奈川県中学校新人テニス大会(※)

団体戦男女

7/1

桐光学園中・ｻﾚｼﾞｵ学院中 他

神奈川県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照 http://kanagawa-jhs-tennis.com/

-

9/23-10/8

栃木県秋季中学生兼関東中学生新人テニス大会栃木県予選(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

8/28

栃木県総合運動公園 他

栃木県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

-

9/24-10/8

群馬県中学生新人テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

8/23

群馬県営敷島公園

群馬県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

-

9/30-10/1

千葉県中学校新人テニス選手権大会(※)

団体戦男女

9/28

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

千葉県小中学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

-

9/30-10/2

埼玉県高校新人テニス大会(※)

個人戦男女SD

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://kobaton.com

☆G4C 9/30-10/9

Verde Cup 山梨北杜オープンジュニア 秋

18・16・14・12歳以下男女SD

未定

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

☆G4C 10/1-22

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ首都圏オープン秋季大会18・14歳

18・14歳以下男女SD

9/27

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

グリーンテニスプラザ

048-295-6000

http://www.greentennisplaza.com/

9/12

有明テニスの森公園 他

東京都中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://www.ctr-tennis.com

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

-

10/1-15

東京都中学校新人テニス選手権大会(※)

団体戦男女

-

10/7

山梨県中学校新人テニス大会(※)

団体戦男女

-

10/7-11/4

千葉県高校新人テニス大会(※)

個人戦男女SD・団体戦男女

9/27

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.chiba-hs-tennis.com

清水善造メモリアルカップ

18・16・14・12歳以下男女S

9/1

ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ

高崎市テニス協会

027-353-5855

http://www2.wind.ne.jp/takasaki-tennisclub/

18・16・14・12歳以下男女S

9/6

ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ船橋

オールサムズ

047-406-6665

http://www.allthumbs.co.jp

岡山/岡山市浦安ｺｰﾄ

岡山県テニス協会

086-256-5445

群馬県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

☆G4C 10/7-22

☆G4C 10/7-11/18 ありのみカップ 秋
G1

10/13-15

RSK全国選抜ジュニアテニス大会

-

10/14-28

群馬県高校新人テニス大会兼全国選抜群馬県予選(※) 団体戦男女SD

☆G4C 10/14-21

13歳以下男女S

TTC16歳以下ジュニアテニストーナメント

16歳以下男女S

9/14

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

9/29

未定

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

大阪/靭ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

日本テニス協会

03-3481-2321

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

☆

10/15

KTA杯ジュニアトーナメント茨城県予選(※)

18歳以下男女S

ITF

10/16-22

世界スーパージュニアテニス選手権大会

18歳以下男女SD

予選10/14-15

-

10/21-11/12

山梨県高校新人体育大会テニス大会兼
全国選抜高校山梨県予選大会(※)

団体戦男女・個人戦男女SD

9/21

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 他

山梨県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.kai.ed.jp/yktennis/

-

10/22-30

千葉県中学校新人テニス選手権大会(※)

個人戦男女SD

9/15

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

ITF

10/24-29

ジャパンオープンジュニアテニス選手権大会

18歳以下男女SD

愛知/東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

日本テニス協会

03-3481-2321

-

10/24-27

-

10/28-30

-

10/28-11/3

予選10/22-23

埼玉県中学校新人体育大会兼県民総合体育大会(※)
中学校の部
埼玉県高校新人テニス大会兼
関東選抜テニス大会埼玉県予選(※)
茨城県高校テニス新人大会兼
全国高校選抜テニス大会茨城予選(※)

☆G4C 10/28-11/5 千葉白子ジュニアトーナメント 秋
-

10/29

山梨県中学校新人テニス大会(※)

☆G3B 10/29-11/19 群馬県ジュニアテニストーナメント(※)
G1

10/31-11/5 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯)

http://www.jta-tennis.or.jp/tournaments/

個人戦男女SD・団体戦男女

10/18

吉見総合運動公園

埼玉県中学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.saitama-jhs-tennis.com/

団体戦男女

10/23

未定

埼玉県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照

神栖市海浜運動公園

茨城県高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www.geocities.jp/ibhtennis/ken

ｻﾝｼｬｲﾝ白子ｺｰﾄ

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県中学校体育連盟テニス部

学校連盟一覧参照 http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

群馬県テニス協会

027-223-7800

福岡/博多の森ﾃﾆｽ競技場

九州テニス協会

092-722-1605

団体戦男女
18・16・14・12歳以下男女SD

10/9

個人戦男女SD
18歳以下男女SD・16・14・12歳以下男女D

9/20

15歳以下男女SD

http://www.jop-tennis.com/J/

http://www8.wind.ne.jp/gta/

☆G4C 11/3-11

甲府ジュニアトーナメント

18・16歳以下男女S

10/5

山梨学院大学横根ﾃﾆｽ場

エストテニスクラブ

055-222-0040

http://estclub.co.jp

☆G4C 11/3-11

八ヶ岳ジュニアトーナメント

14・12歳以下男女S

10/5

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

エストテニスクラブ

055-222-0040

http://estclub.co.jp

東京都高等学校選抜テニス大会(※)

団体戦男女

未定

小金井公園庭球場 他

東京都高等学校体育連盟テニス専門部

学校連盟一覧参照 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-tennis/

☆G4B 11/4-18

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCオータムジュニアトーナメント

14・12歳以下男女S

10/5

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

☆G4C 11/4-12

秩父オープンジュニアトーナメント 11月

18・16・14・12歳以下男女S

10/18

秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ

ファイブフォー

0494-22-8111

http://mc.spojin.com

関東中学生新人テニス選手権大会

団体戦男女

未定

小金井公園庭球場

関東中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

KTA杯ジュニアトーナメント

18歳以下男女S

未定

ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

関東テニス協会

03-3374-3008

http://www.kanto-tennis.com

☆G3A 11/25-12/3 千葉県U18ジュニアチャンピオンシップス(※)

18歳以下男女S

11/3

未定

千葉県テニス協会

047-497-8588

http://www.cta-jc.com/

☆G3B 11/25-26

18歳以下男女S

11/10

笠松運動公園

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

☆G4B 11/25-12/17 山梨ウィンタージュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

11/4

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 他

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

☆G4A 11/25-12/23 ぐんまオープンジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

10/18

ALSOKぐんま総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

群馬県テニス協会

027-223-7800

http://www8.wind.ne.jp/gta/

☆G4C 11/26-12/25 日本スポーツ振興協会ジュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

11/11

未定

日本スポーツ振興協会

029-858-3122

http://www.jop-tennis.com/J/

川崎ジュニアテニス選手権大会

18・16・14歳以下男女SD・12歳以下男女S

10/20

富士見・等々力・横浜公営ｺｰﾄ 他

神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

京王ウィンターテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女SD

11/9

京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

京王レクリエーション

042-487-5189

-

-

11/3-5

11/11-19

☆G2 11/18-20

12/22018.1/14
12/2☆G4A
2018.1/8
☆G4A

茨城県ジュニアテニスカップ(※)

G1

12/14-17

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

18歳以下男女S

兵庫/ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ

関西テニス協会

06-6447-5015

-

12/24-26

千葉/白子町ｻﾆｰｺｰﾄ 他

関東高等学校体育連盟テニス専門部

03-3333-7771

http://www.keio-tc.com

関東選抜高校テニス大会

団体戦 男女

12/24☆G4C
2018.1/4

三芳グランド冬のジュニアコンペティション

18・16・14・12歳以下男女S

12/8

豊島区立三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ティー・エス・ジャパン

049-259-9397

☆G4C 12/25-30

THOジュニアテニストーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

11/16

ﾃﾆｽﾊﾚ大宮 他

テニスハレ大宮

048-685-8371

☆G4A 12/25-31

柏ジュニアテニス選手権大会

18・16・14・12歳以下男女SD

11/16

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 他

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

☆G4C 12/26-28

まちだ成瀬ジュニアトーナメント 12月

14・12歳以下男女S

11/26

成瀬ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

ユニコーン

042-727-6240

http://www.naruseclean-tennis.com/

昭和の森ジュニアウインター スマッシュカップ

18・16・14・12歳以下男女SD

12/14

昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

昭和の森テニスセンター

042-543-2103

http://showasp.co.jp/sports/

桜田14歳以下ジュニアトーナメント

14歳以下男女S

11/30

桜田倶楽部

桜田倶楽部

042-488-8870

http://school.tennis365.net/sakurada-club/

(株)野村建設工業高崎オープンジュニアwinter

18・16・14・12歳以下男女S

11/20

高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 他

高崎テニスクラブ

027-353-5855

http://www2.wind.ne.jp/takasaki-tennisclub/

むさしの村ニューイヤージュニアトーナメント

18・16・14・12歳以下男女S

11/24

むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

むさしの村ローンテニスクラブ

0480-62-2689

http://mltc.jp

☆G3A 2018.1/5-7

さいたまジュニアカップ(※)

18歳以下男女S

11/29

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

☆G4C 2018.1/6-8

TTC18歳以下ジュニアトーナメント

18歳以下男女S

12/7

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

12/272018.1/6
12/28☆G4C
2018.1/7
12/29☆G4C
2018.1/5
12/30☆G4C
2017.1/14
☆G4C

http://www.tsjapan.com/tourment/

☆G3B 2018.1/6-21 MUFGジュニアテニストーナメント群馬県大会(※)

16歳以下男女S

11/29

前橋総合運動公園

群馬県テニス協会

027-223-7800

http://www8.wind.ne.jp/gta/

☆G3A 2018.1/6-8

MUFGジュニアテニストーナメント千葉県大会(※)

16歳以下男女S

12/7

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

千葉県テニス協会

047-497-8588

http://www.cta-jc.com/

☆G3B 2018.1/6-7

山梨県ニューイヤージュニアテニストーナメント(※)

18・14歳以下男女D

12/23

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

☆G3B 2018.1/7-14 MUFGジュニアテニストーナメント栃木県大会(※)

16歳以下男女S

12/9

栃木県総合運動公園

栃木県テニス協会

0282-43-7597

http://www.tochigi-tennis.com

☆G3A 2018.1/8-14 MUFGジュニアテニストーナメント埼玉県大会(※)

16歳以下男女S

12/6

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

☆G3B 2018.1/8-14 U18栃木県ウインタージュニア選手権大会(※)

18歳以下男女S

12/9

栃木県総合運動公園

栃木県テニス協会

0282-43-7597

http://www.tochigi-tennis.com

MUFGジュニアテニストーナメント茨城県大会(※)

16歳以下男女S

12/8

筑波北部公園

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

MUFGジュニアテニストーナメント山梨県大会(※)

16歳以下男女S

12/23

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

18・16・14・12歳以下男女SD

未定

ｸﾗﾌﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

ヨネックスカップTTCウインタージュニアトーナメント

14・12歳以下男女S

12/21

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

吉田記念テニス研修センター

04-7134-3030

http://www.tennis-ttc.or.jp/

MUFGジュニアテニストーナメント東京都大会(※)

16歳以下男女S

12/15

有明ﾃﾆｽの森公園

東京都テニス協会

03-5327-2733

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

東京都選抜ジュニア選手権冬季大会(※)

18歳以下男女S

12/15

有明ﾃﾆｽの森公園

東京都テニス協会

03-5327-2733

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

ありのみカップ 冬

18・16・14・12歳以下男女S

12/12

ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ船橋

オールサムズ

047-406-6665

http://www.allthumbs.co.jp

千葉市原ジュニアトーナメント 新春

18・16・14・12歳以下男女S

1/8

臨海第1・第2庭球場

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

14・12歳以下男女S

1/12

笠松運動公園 他

茨城県テニス協会

0296-72-2101

http://www.ibata-tennis.jp/blog/main

14・12歳以下男女S

1/10

前橋総合運動公園

群馬県テニス協会

027-223-7800

http://www8.wind.ne.jp/gta/

☆G3B 2018.2/3-10 全国選抜ジュニアテニス選手権山梨県予選大会(※)

14・12歳以下男女S

1/20

小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園

山梨県テニス協会

055-222-1530

http://yamanashi-tennis.sunnyday.jp/

☆G3A 2018.2/3-17 AF杯ﾃﾆｽ大会

18歳以下男女S

1/5

横浜市営ｺｰﾄ・荏原SSC 他

神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

☆G4C 2018.2/3-11 フェニックス大磯ジュニアトーナメント 新春

18・16・14・12歳以下男女S

1/16

大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

フェニックススポーツ

042-580-4601

☆G3B 2018.2/4-18 全国選抜ジュニアテニス選手権栃木県予選大会(※)

14・12歳以下男女S

1/12

栃木県総合運動公園

栃木県テニス協会

090-5525-9434 http://www.tochigi-tennis.com

☆G3A 2018.2/4-18 MUFGジュニアテニストーナメント神奈川県大会(※)

16歳以下男女S

1/5

横浜市営ｺｰﾄ・荏原SSC 他

神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

14・12歳以下男女S

1/6

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他

千葉県テニス協会

047-497-8588

14・12歳以下男女S

1/5

小田原市営ｺｰﾄ・荏原SSC 他

神奈川県テニス協会

080-7793-8317 http://www.kanagawa-tennis.jp

個人戦男女D

1/12

栃木県総合運動公園 他

栃木県中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

18・16・14・12歳以下男女S

1/22

荒川総合運動公園 他

SPORTS SUNRISE.COM

042-580-4601

http://www.jop-tennis.com/J/

14・12歳以下男女S

1/10

大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

埼玉県テニス協会

048-778-1213

http://www.sta.kinet.jp/

14・12歳以下男女S

1/19

小金井公園庭球場

東京都テニス協会

03-5327-2733

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

団体戦男女

未定

香川県総合運動公園

全国中学校テニス連盟

学校連盟一覧参照

2018.1/1314
2018.1/13☆G3B
20
☆G3B

☆G4C 2018.1/4-14 Verde Cup 山梨北杜オープンジュニア 冬
☆G4B
☆G3A
☆G3A
☆G4C
☆G4C
☆G3B

2018.1/202/3
2018.1/2028
2018.1/2028
2018.1/213/4
2018.1/272/4
2018.1/2728

DUNLOP CUP

全国選抜ジュニアテニス選手権茨城県予選大会(※)
DUNLOP CUP

☆G3B 2018.2/3-11 全国選抜ジュニアテニス選手権群馬県予選大会(※)
DUNLOP CUP

DUNLOP CUP

DUNLOP CUP

☆G3A 2018.2/4-12 全国選抜ジュニアテニス選手権千葉県予選大会(※)
2018.2/10- DUNLOP CUP
☆G3A
全国選抜ジュニアテニス選手権神奈川県予選大会(※)
25
2018.2/10栃木県冬季中学生ダブルス選手権大会(※)
12
2018.2/10☆G4C
埼玉荒川ジュニアトーナメント 冬
18
2018.2/11- DUNLOP CUP
☆G3A
全国選抜ジュニアテニス選手権埼玉県予選大会(※)
12
2018.2/17- DUNLOP CUP全国選抜ジュニア東京都予選
☆G3A
東京都選抜ジュニアテニス選手権大会(※)
25
-

3/29-31

全国選抜中学校テニス大会

http://www.jop-tennis.com/J/

http://www.cta-jc.com/

