
平成29年(2017年)　国際大会男子（国内開催）  平成29年4月12日
大会週 予選日程 本戦日程 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 大会主催者名 継続・新規

8 02/18 (土) ～02/19 (日) 02/20 (月) ～02/26 (日) 京都チャレンジャー 京都:島津アリーナ京都　（京都府立体育館） 男5万$+H 男SD YONEX TMP80 京都府テニス協会 075-326-3745 継続
9 02/25 (土) ～02/26 (日) 02/27 (月) ～03/05 (日) 慶應チャレンジャー 神奈川:慶應義塾大学日吉キャンパス 男5万$+H 男SD BS-XT8 慶應義塾大学體育會庭球部 045-562-2989 継続

10 03/04 (土) ～03/06 (月) 03/07 (火) ～03/12 (日) 亜細亜大学国際オープンテニス 東京:亜細亜大学日の出キャンパステニスコート 男1.5万$ 男SD BS-XT8 亜細亜大学 042-588-5817 継続
11 03/11 (土) ～03/12 (日) 03/13 (月) ～03/19 (日) 三菱電機・早稲田フューチャーズ国際テニストーナメント 東京:早稲田大学東伏見三神記念コート 男1.5万$ 男SD SRIXON 早稲田大学庭球部 042-469-3487 継続
12 03/18 (土) ～03/19 (日) 03/20 (月) ～03/25 (土) 甲府国際オープンテニス 山梨:山梨学院横根テニス場 男1.5万$ 男SD DUNLOP FORT 山梨・国際大会開催委員会 055-222-0040 継続
13 03/25 (土) ～03/27 (月) 03/28 (火) ～04/02 (日) 筑波大学MEIKEIオープンテニス 茨城:筑波大学体芸テニスコート 男1.5万$ 男SD SRIXON 筑波大学MEIKEIオープンテニス大会実行委員会 029-853-2679 継続
14 04/01 (土) ～04/02 (日) 04/03 (月) ～04/09 (日) かしわ国際オープンテニストーナメント 千葉:吉田記念テニス研修センター 男1.5万$ 男SD SRIXON 吉田記念テニス研修センター 04-7134-3030 継続
22 05/27 (土) ～05/28 (日) 05/29 (月) ～06/04 (日) ポルシェ軽井沢フューチャーズ 長野:軽井沢会テニスコート 男2.5万$ 男SD BS-XT8 軽井沢フューチャーズ実行委員会 03-3339-7877 継続
23 06/03 (土) ～06/04 (日) 06/05 (月) ～06/11 (日) 橋本総業東京有明国際オープン 東京:有明テニスの森公園コート 男1.5万$ 男SD SRIXON 有明テニス・マネージメントチーム 03-3346-2007 新規
24 06/10 (土) ～06/12 (月) 06/13 (火) ～06/18 (日) 昭和の森国際男子オープンテニストーナメント 東京:昭和の森テニスセンター 男1.5万$ 男SD HEAD ATP 昭和の森テニスセンター 042-543-2103 継続
45 11/04 (土) ～11/05 (日) 11/06 (月) ～11/12 (日) 2017兵庫ノアチャレンジャー 兵庫:ブルボンビーンズドーム 男5万$+H 男SD SRIXSON 兵庫県テニス協会 078-974-7787 継続
46 11/11 (土) ～11/12 (日) 11/13 (月) ～11/19 (日) ダンロップ　スリクソン　ワールドチャレンジテニストーナメント 愛知:スカイホール豊田 男5万$+H 男SD SRIXSON ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 06-6392-8700 継続

平成29年(2017年)　国際大会女子（国内開催）  
大会週 予選日程 本戦日程 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 大会主催者名 継続・新規

10 03/05 (日) ～03/06 (月) 03/07 (火) ～03/12 (日) 慶應チャレンジャー女子テニス 神奈川:慶應義塾大学日吉キャンパス 女2.5万$ 女SD BS-XT8 慶應義塾體育會庭球部 045-562-2989 新規
12 03/18 (土) ～03/20 (月) 03/21 (火) ～03/26 (日) 亜細亜大学国際女子オープンテニス 東京:亜細亜大学日の出キャンパステニスコート 女1.5万$ 女SD BS-XT8 亜細亜大学 0422-36-4032 継続
13 03/25 (土) ～03/27 (月) 03/28 (火) ～04/02 (日) 甲府国際オープンテニス 山梨:山梨学院横根テニス場 女2.5万$ 女SD BS-XT8 山梨・国際大会開催委員会 055-222-0040 継続
14 04/01 (土) ～04/02 (日) 04/03 (月) ～04/09 (日) かしわ国際オープンテニストーナメント 千葉:吉田記念テニス研修センター 女2.5万$ 女SD SRIXON （公財）吉田記念テニス研修センター 04-7134-3030 継続
18 04/30 (日) ～05/01 (月) 05/02 (火) ～05/07 (日) カンガルーカップ　国際女子オープンテニス 岐阜:岐阜メモリアルセンター 長良川テニスプラザ 女8万$ 女SD DUNLOP FORT ぎふスポーツフェア実行委員会 058-233-8822 継続
19 05/07 (日) ～05/08 (月) 05/09 (火) ～05/14 (日) 福岡国際女子オープン 福岡:博多の森テニス競技場 女6万$ 女SD SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605 継続
20 05/14 (日) ～05/15 (月) 05/16 (火) ～05/21 (日) 久留米市ユー・エス・イーカップ国際女子テニス 福岡:久留米市新宝満川地区テニスコート 女6万$ 女SD BS-XT8 九州テニス協会 092-722-1605 継続
21 05/20 (土) ～05/22 (月) 05/23 (火) ～05/28 (日) 軽井沢国際女子テニス大会 長野:風越公園屋外テニスコート 女2.5万$ 女SD YONEX TMP80 軽井沢国際女子テニス大会実行委員会 03-3928-1112 継続
23 06/04 (日) ～06/05 (月) 06/06 (火) ～06/11 (日) 東京有明国際女子オープン 東京:有明テニスの森公園コート 女2.5万$ 女SD SRIXON 有明テニス・マネージメントチーム 03-3346-2007 継続
24 06/11 (日) ～06/13 (火) 06/14 (水) ～06/18 (日) 富士薬品セイムス　ウィメンズカップin甲府 山梨:山梨学院横根テニス場 女2.5万$ 女SD 一般社団法人トップアスリートグループ 新規
34 08/20 (日) ～08/21 (月) 08/22 (火) ～08/27 (日) セキショウ国際女子オープンテニストーナメント 茨城:筑波北部公園テニスコート 女2.5万$ 女SD SRIXON 関彰商事 0296-24-3121 継続
35 08/27 (日) ～08/28 (月) 08/29 (火) ～09/03 (日) 能登和倉国際女子オープンテニス2017 石川:七尾市和倉温泉運動公園 女2.5万$ 女SD SRIXON 能登町(能登国際女子オープンテニス2017事務局) 03-5547-4593 新規
36 09/03 (日) ～09/04 (月) 09/05 (火) ～09/09 (土) GSユアサオープン 京都:ハンナリーズアリーナ（西京極） 女1.5万$ 女SD SRIXON 京都府テニス協会 075-326-3745 継続
41 10/08 (日) ～10/09 (月) 10/10 (火) ～10/15 (日) ゴーセンカップ　スウィングビーチ　牧之原国際レディースオープンテニス 静岡:静波リゾートスイングビーチ 女2.5万$ 女SD SRIXON 牧之原国際女子オープンテニス実行委員会 054-278-2056 継続
42 10/15 (日) ～10/16 (月) 10/17 (火) ～10/22 (日) 浜松三ヶ日国際レディーストーナメント 静岡:東急リゾートタウン浜名湖 女2.5万$ 女SD SRIXON 浜松三ヶ日国際女子テニス大会実行委員会 053-454-9148 継続
45 11/04 (土) ～11/06 (月) 11/07 (火) ～11/12 (日) 安藤証券オープン東京2017 東京:有明テニスの森公園コート 女10万$ 女SD SRIXON 東京都テニス協会 03-5327-2733 継続
46 11/12 (日) ～11/13 (月) 11/14 (火) ～11/19 (日) ダンロップ　スリクソン　ワールドチャレンジ 愛知:スカイホール豊田 女5万$+H 女SD SRIXON ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 06-6392-8700 継続


	国際大会

