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一　　般　　大　　会 期　　　　日 会場 参加料(円)
県春季チャレンジテニス大会 4/4（日）・11（日）・5/9（日） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる）
全日本テニス選手権県予選大会 5/1（土）・5/2（日）・5/3(月.祝） 木花 Ｓ3,000 - 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上 一般男女の1位は全日本予選（ 11/10-13 東京：有明 ）出場
国体宮崎県選考会 5/9（日） 木花 - - 一般男子・一般女子 2～3人を選考し九州ブロック大会（8/21-22沖縄）出場
日本スポーツマスターズテニス県予選大会 5/8(土） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男子35・45・55・65才以上/女子40・50・60才以上 男35単･45複/女40単複の1位は、全国大会（ 9/22-26福島）出場
県民体育大会 5/22（土）・23（日） 小林 - - 市群対抗の団体戦
県ダンロップトーナメント 6/20（日）・27（日） 木花 - Ｄ3,000 男子Ａ級・Ｂ級・45才以上/女子Ａ級・Ｂ級
県クラブ対抗テニス大会 9/12（日）・18（土） 木花 １ﾁｰﾑ     5,000 チーム対抗戦
県秋季チャレンジテニス大会 9/19（日）・20(月.祝）・23(木.祝） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる）
県テニス選手権大会 10/16（土）・17（日）・30（土） 木花/シーガイア Ｓ2,000 Ｄ3,000 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上 30日(土）会場：シーガイア
ダンロップテニストーナメント九州地区決勝大会 11/20(土)･21(日) シーガイア 男子A級・B級・45才以上/女子A級
県室内テニス選手権大会 12/18(土)・19（日）・1/8（土）・9（日） 県体育館 Ｓ3,000 Ｄ4,000 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上

シーガイア
木花

＜ジュニア大会＞ ［事務局］  村中田　  博　 〒８８６－０００４   小林市　大字細野１８４－１　小林市立　小林小学校　TEL０９０－８８３１－８０７６

ジ　ュ　ニ　ア　大　会 期　　　　日 会場 参加料(円)
県ジュニアリーグ第１戦 3/30(日）・31（月） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦
全日本ジュニア宮崎県予選/ 14才･12才 4/10（土） 木花 男女（U１２・U１４）
全日本ジュニア宮崎県予選/ 16才･18才 4/24（土） 木花 男女（U１６・U１８）
宮崎県中学生テニス選手権大会 5/22（土）・23（日） 木花 - - 団体・単・複 上位選手は九州大会出場
県ジュニアリーグ第２戦 6/19（土）・26（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦
宮崎県ジュニア合宿 7/30（金）・31(土）・8/1（日） 木花 1人  15,000 小中学生を対象とした強化合宿(2泊3日）
県ジュニアテニストーナメント（小学生の部） 8/2（月） 木花 男女（小学生） 小学生のベスト4は中学生の部出場
県ジュニアテニストーナメント（中学生の部） 8/3（火） 木花 男女(中学生） 中学生のベスト4は高校生の部出場
第1回全九州中学校テニス優勝大会 8/4(水）・5（木） 木花 団体  7，000 団体戦/3シングルス、2ダブルス
県ジュニアテニストーナメント（高校生の部） 8/9（月）～12（木） 木花 Ｓ1,500 Ｄ2,000 男女(高校生）
県ジュニアリーグ第３戦 9/4(土）・18（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦
全国選抜ジュニア宮崎県大会 11/27（土） 木花 Ｓ1,500 - 男女（U１２・U１４） 上位選手は九州大会出場　2/12-13木花
県ジュニアリーグ第４戦 12/5（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦
九州ジュニアサーキット南部シリーズ 12/11（土）・12（日） 木花 Ｓ1,500 Ｄ3,000 男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８） 上位選手は九州大会出場　
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 1/8（土）･9(日)･10(月) 木花 Ｓ1,500 - 男女（U１８） ベスト32（16Ｕ）はトヨタジュニア選手権大会出場　2/20木花
県ジュニアリーグ 1/22（土） 木花 - -
県新人中学生テニス大会 1/30(日） 木花 団体  3，000 団体戦 上位チームは九州大会出場
全国選抜ジュニア九州大会 2/12（土）・13（日） 木花 Ｓ3,000 - 男女（U１２・U１４） 上位選手は全国大会出場
トヨタジュニア選手権大会 2/20（日） 木花 Ｓ2,000 - 男女（U１８） 男女1位選手は全国大会出場
全国小学校宮崎県大会 3/12（土） 木花 Ｓ1,500 - 男女（小学生） 上位選手は九州大会出場
南日本ジュニアテニストーナメント 3/27（日）･28(月)･29(火) 木花 Ｓ2,000 - 男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８） 九州テニス協会公認大会
平成17年度　県ジュニアリーグ第１戦 3/30(水）・31（木） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦

        事    務    局      山崎  美智子  TEL０９８２－５２－６８６６ 事    務    局       秋  田  義  久   　 TEL   ０９８３-２３-０００５
        〒883－0004      日  向  市    浜  町     ３  - ２６ 〒884－0002       児湯郡 高鍋町 大字北高鍋  ４　２　６　２    高 鍋  高 校

名        称 期                          日 会       場
県高校総体 5/25(火)･26（水）・29（土）・30(日）・31（月） 木 花

県南ひまわり杯 3/15（月） クラブハウスイワキリ（都城） Ｄ　  ３，０００ 県高校１年生大会 8/26(木)・27(金)･28（土） 木 花・シーガイア
宮崎山形屋杯ミックステニストーナメント 4/29（木.祝） 木花 Ｄ　  ３，０００ 県高校新人大会 10/18(月)･19(火)･20(水) 木 花・シーガイア
ダンロップレディース親睦大会 6/6（日） 木花 １人 １，０００ 国体強化合宿 7/17・8/29、1/15、1/29、2/19 木 花・シーガイア
ピンクリボンテニストーナメント県予選 7/15（木） 木花 Ｄ　  ４，０００ 国体強化長期合宿 12/25(土)･26(日金)･27(月)・28(火)・29（水）・30（木） 木 花・シーガイア
母と子のテニストーナメント・ちびッ子テニス 8/7（土） シーガイア Ｄ　  ３，０００ 事    務    局       高   妻   正    実 　 TEL   ０９８５－２２－８２９６
桑名杯レディーステニス大会 7/10（土） 木花 Ｄ　  ３，０００ 〒880－0878       宮崎市 大和町１１０    日向学院 高 校
テニスマガジンウィルソンカップ南九州大会 8/2８（土)・29（日） シーガイア １人 ４，０００ 県中学校総体 7/27(火)･28（水） 木 花
全国レディース県予選＆かがやきレディーステニス大会 9/4（土）・9/11（土） 9/4（土）木花・9/11（土）未定 Ｄ　  ３，０００ 県中学校秋季大会 11/13(土)･14（日） 木 花
九州ブロックレディーステニス大会県予選 10/6(水)・10/9(土) 10/6(水)木花・10/9(土)未定 Ｄ　  ３，０００ その他
ヨネックスレディーステニストーナメント 11/3(水.祝) 木花 Ｄ　  ３，０００ 全国スポーツレクレーション祭 8/9(月)～16(月） ＊全国大会　
ブリヂストントリオダブルス大会 11/21（日.祝)・27（土） 木花 １人 ２，０００ 宮崎県さわやかスポーツ大会 10/31（日） ＊市郡対抗戦 木 花

5/16（日）・17（月） 県シニアテニス連盟 木 花

宮崎県テニス協会ホームページ　　 http://www.mtennis.org/

女  子  連  大  会 期　　　　日 会場 参加料(円)

[県中体連]

Ｄ2,000

種　　　　　　　　　　目

備　　　　　　　　　考

上位選手は九州大会出場　

Ｄ5,000

種　　　　　　　　　　目

備　　　　　　　　　考

九州テニス協会主催大会一般男子・35・45・55・65才・70才以上/一般女子・40・50・60才以上

＜平成１６年４月1日～平成１７年３月３1日＞

[県高体連・県強化部]

平成１６年度 宮崎県テニス協会・大会予定一覧(案）

熊谷杯テニストーナメント 3/19(土.祝)・20（日）・21(月.祝）

[県女子テニス連盟]

Ｓ1,500

Ｓ3,000

Ｓ1,500 Ｄ2,000

ねんりんピックテニス大会県予選

30/40/50才 ミックスダブルスの団体戦

30/40/50才 ミックスダブルスの団体戦

福井県/清水


