＜平成２３年４月1日～平成２４年３月３1日＞
*宮崎県テニス協会/事務局：月～金10:00～13：00 年末年始、お盆、土日・祝祭日除く

一

般

大

会

県春季チャレンジテニス大会
全日本テニス選手権県予選大会
テニス協会会長杯 兼ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ選考会
国体宮崎県２次選考会
日本スポーツマスターズテニス県予選大会
県民総合スポーツ祭/さわやかスポーツ大会
県ダンロップトーナメント
宮崎国際女子チャレンジャー2011
県クラブ対抗テニス大会
県秋季チャレンジテニス大会
県テニス選手権大会
ダンロップテニストーナメント九州地区決勝大会
熊谷杯テニストーナメント
県室内テニス選手権大会

＜ジュニア大会＞

期

日 /

ジ ュ ニ ア 大 会

女 子 連 大 会

会場

参加料(円)

木花
木花
木花
木花
木花
木花
生目１６面

種

シーガイア テニスクラブ 内

メール：mtennis@mtennis.org

目

2011

備

Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる）
一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上(年代別種目3,000円）
Ｓ3,100
Ｄ3,000 ミックスダブルス（３０才以上、４０才以上、５０才以上）
一般男子・一般女子
Ｓ2,000 Ｄ3,000 男子35・45・55・65才以上/女子40・50・60才以上
市郡対抗の団体戦
Ｄ3,000 男子Ａ級・Ｂ級・45才以上/女子Ａ級・Ｂ級
ITF 女子10,000ドル大会 予選
１ﾁｰﾑ 10,000 チーム対抗戦
Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる）
Ｓ2,000 Ｄ3,000 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上
男子A級・B級・45才以上/女子A級・45才以上

木花
木花
木花
生目１６面
シーガイア
木花
宮崎県体育館

TEL 0985-21-1322 FAX 0985-21-1322

宮崎市 山崎町浜山

考

全日本（予選11/02～04 本戦11/05(土)～11/13(日) ） 東京：有明
スポレク全国大会：11/6(日)～11/7(月)栃木
九州大会08/20(土)～08/21(日)佐賀 全国大会10/02(日)～10/05(水)山口
男35単･45複/女40単複の1位は、全国大会09/17(土)～09/20(火）石川

ITF女子ランキング上位者より

Ｓ3,000 Ｄ5,000 一般男子・35・45・55・65才・70才以上/一般女子・40・50・60才以上

九州テニス協会主催大会

Ｓ3,000 Ｄ4,000 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上

シングルス又はダブルス

［事務局］ 河野 節子 〒880-0852 宮崎市高洲町268-4 TEL0985-22-1955 メール: ina-setu@miyazaki-catv.ne.jp
期

日

会場

南日本ジュニアテニストーナメント
4/4（月24）・5（火24）・6（水24）
九州ｼﾞｭﾆｱ兼全日本ｼﾞｭﾆｱ宮崎県予選/ 12才･14才
4/2（土24）・9（土24）
九州ｼﾞｭﾆｱ兼全日本ｼﾞｭﾆｱ宮崎県予選/ 16才･18才
4/2(土16）・3(日16）
宮崎県中学生テニス選手権大会
5/7（土24）・8（日24）・14(土12）
県ジュニアテニストーナメント（小学生の部）
4/23（土16）・24（日16）
生：5/21（土16）・22（日16） 木：7/2（土24）
MIYAZAKIジュニアリーグ第１戦
県ジュニアテニストーナメント（中学生の部）
生：6/25（土16）・26（日16） 木：7/9（土24）
九州ジュニアテニス選手権大会
生：7/16（土）～19（火）木：20（水）
MIYAZAKIジュニアビギナーズトーナメント
8/3（水24）・4（木24）
県ジュニアテニストーナメント（高校生の部）
木生：8/18（木）～19（金）木：20（土）
9/3(土24）・4（日24）
MIYAZAKIジュニアリーグ第２戦
全国選抜ジュニア宮崎県大会
11/19（土24）・20（日24）
九州ジュニアサーキット宮崎県大会
木生：12/3（土）・4（日）・木：10(土）
トヨタジュニア選手権大会
1/8（日24）・9（月祝24）
県新人中学生テニス大会
1/22(日24）
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会
木生：1/28（土24）・木：29（日24）
全国小学校宮崎県大会/グラスホパー予選
2/18（土16）・19（日16）
MIYAZAKIジュニアリーグ第３戦
3/10（土24)・11(日24）

[県女子テニス連盟]

〒880-8545

記載内容は、変更になる場合があります。大会要項にてご確認ください。

面数

4/3(日24）.10(日24）5/5(木祝6）
5/1(日24）3(火祝18）4(水祝18）
5/21（土12）
5/5(木6)
5/22(日12）
6/11(土24）12(日24）
７/2(土16）3(日16）
未定
9/10(土24）11(日24）
9/17(土24）18(日24）19(月祝12)
10/8(土24）9(日24)10(月祝12）
11/12（土16）・13（日16）
3/17(土10）18(日10）19(月10）
3/17(土24）18(日24）19(月24）
3/31（土）

宮崎県テニス協会

平成２３年度 宮崎県テニス協会・大会予定（案）

事 務 局
〒880－0211
期

日 /

の

面数

参加料(円)
Ｓ2,000

-

Ｓ2,100 Ｄ3,100
Ｓ1,500 Ｄ2,000
Ｓ1,500 Ｄ2,000
Ｓ1,500
Ｓ1,500 Ｄ2,000

Ｓ1,500 Ｄ2,000
Ｓ1,500
Ｓ2,100 Ｄ3,100
Ｓ3,000 Ｄ3,000
Ｓ2,000
団体 5，000
Ｓ1,500
Ｓ2,100 Ｄ3,100
Ｓ1,500
-

西村 美紀子 TEL０９８５－７３－６４７７
宮崎市 佐土原町 下田島 ２０６１４－１１
面数

県南ひまわり杯
2/28（月6）
ルール審判講習会
3/14(日）
宮崎山形屋ミックストーナメント
4/29（金祝24）
県北ひまわり杯
5/8（日6）
桑名杯レデイーステニス大会ｂｙＤＵＮＬＯＰ&寿枝子杯
6/5(日8)
ピンクリボンテニストーナメント県予選
7/7（木8）
ファミリーエンジョイテニス大会
未定
ブリヂストントリオダブルス大会
生：8/7(日16)・久：8/13（土2）
全国レディース県予選＆かがやきレディーステニス大会 生：9/4（日10）・シ：9/10（土2）
九州ブロックレディーステニス大会県予選
10/1(土8）・2(日2)
ヨネックスレディーステニストーナメント
10/29(土8)
テニスマガジンゼビオカップ南九州大会
11/5（土14)・6（日14）

そ

/

木花２４面
木花２４面
生目１６面
木花２４面
生目１６面
生目16面/木花24面
生目16面/木花24面
生目16面/木花24面
木花２４面
木花24面/生目16面
木花２４面
木花２４面
木花24面/生目16面
生目１６面
木花２４面
木花24面/生目16面
生目１６面
木花２４面

会場
クラブハウスイワキリ（都城）

県体育館
木花
日向小倉ヶ浜
久峰
生目
未定
生目/久峰
生目/シーガイア
久峰
久峰
シーガイア

参加料(円)
Ｄ ３，０００
無料
Ｄ ３，０００
Ｄ ３，０００
Ｄ ３，０００
Ｄ ４，０００
未定
Ｄ ６，０００
Ｄ ３，０００
Ｄ ３，０００
Ｄ ３，０００
１人 ５，２５０

種

目

備

男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８）
男女（U１２・U１４）
男女（U１６・U１８）
単・複・団体（4,000円）/3シングルス、2ダブルス
男女（小学生）
小中学生の初心者～上級者によるリーグ戦
男女(中学生）
男女の単複（U１２・U１４・U１６・U１８）
（予定）
男女(高校生）
小中学生の初心者～上級者によるリーグ戦
男女（U１２・U１４）
男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８）U10はシングルスのみ
男女（U１６）
団体戦/1シングルス、2ダブルス
男女（U１８）
男女（小学生５年生以下）
小中学生の初心者～中級者によるリーグ戦

[県高体連・県強化部]
名
称
県高校総体
県高校１年生大会
県高校新人大会
国体強化練習
トップアスリート

考

九州テニス協会公認大会
九州大会 生目7/16-19/木花20
小学生のシングルスベスト4・ダブルス2位までは中学生の部出場
男女（U１２・U１３・U１４・U１５・U１６）各種２名選抜（U16各4名）
中学生のシングルスベスト4・ダブルス2位までは高校生の部出場
全国大会07/31(日)～08/07(日)大阪：靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ/江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ
男女（U１２・U１３・U１４・U１５・U１６）各種２名選抜（U16各4名）
上位選手は九州大会出場 平成24年02/10(金)～02/12(日)沖縄
上位選手は九州大会出場
男女1位選手は全国大会出場 4月愛知
上位チームは九州大会出場 3/24（土）・25（日）宮崎：木花
上位選手は九州大会出場 ５月大分

事 務 局
園 田 浩 二
TEL ０９８２－５４－３４００
〒883-0021 宮崎県日向市財光寺6265番地 日向高校 メール：hyottokotennis@yahoo.co.jp

期
日
5/28（土）～6/2（木）
九州大会06/17(金)～06/20(月)宮崎 全国大会08/09(火)～08/16(火)青森
木生：8/25(木）～26(金）・木：27(土)

会
場
木花
木 花/生目
木 花/生目
木花
木 花/生目

木生：10/20(木)～22(土）・木：23(日) 九州大会11/18(金)～11/21(月)福岡 全国大会03/21(水)～03/27(火)福岡

7/23(土）・10/1（土）・1/14(土）・2/11（土）・2/25（土）
12/24（土）－12/30（金）

[ 県 中 体 連 ]

事 務 局
中野 智裕
TEL (０９８６)２３-００２３
〒885－0086 都城市久保原町２街区６号 五十市中学校 メール：mimatanakano@yahoo.co.jp

7/28（木）～30(土) 九州大会08/10(水)～08/12(金)長崎 全国08/15(月)～08/21(月)兵庫
県中学校総体
木花
木花
県中学校秋季大会 10/29(土)・30（日）・11/1（火）
担当
牛迫 浩子
TEL/FAX ０９８５－８２－４６２４ メール：hirou@jasmine.ocn.ne.jp

[ 県 普 及 部 ]
名

称

〒880-2215
期

他

ねんりんピックテニス大会県予選/県シニアテニス連盟 5/15（日）・16（月）

宮崎県テニス協会ホームページ

http://www.mtennis.org/

東諸県郡 高岡町 高浜847-19
日

会

場

