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財団法人 日本テニス協会
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　　　VJ・・・ﾍﾞﾃﾗﾝJOPﾗﾝｷﾝｸﾞ対象大会　　

2010年12月24日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・太字・黄色地）

　　　主・・・主催大会　　後・・・後援大会　　際・・・国際大会　　承・・・承認大会

　　　地・・・地域大会　　管・・・主管大会　　共・・・共催大会　　公・・・公認大会　　海・・・海外大会　　　

日本テニス協会　2010年度(平成22年)

テニスカレンダー
2010年01月31日



平成22年(2010年)度 一般大会 ｛主催｝　男子
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
29 継 主Ｔ 07/15(木)～07/18(日) 第34回 全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会(山口大会) 山口:岩国総合運動公園 他 無し 都市対抗戦 JTA:03-3481-2321
35 継 主 08/27(金)～08/29(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会　(全国ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ・ﾃﾆｽ) 帯広:帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 無し 男団体 BS-XT8 JTA実業団事務局:03-5280-3021

40-41 継 主Ｔ 10/01(金)～10/04(月) 第65回 国民体育大会　ﾃﾆｽ競技 千葉:未定 無し 都道府県対抗戦 JTA:03-3481-2321
41 継 主際 10/04(月)～10/10(日) 10/02～03 JAPAN OPEN 2010 東京:有明ｺﾛｼｱﾑ/有明ﾃﾆｽの森 122.65万$ 男SD SRIXON JAPAN OPEN事務局:03-3481-2511
42 継 主Ｔ 10/14(木)～10/17(日) 第24回 全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ (全国A大会) 広島:広島広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 無し 男団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021

44/45 継 主JTT 10/30(土)～11/07(日) 10/27～29 第85回 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大会 東京:有明ｺﾛｼｱﾑ/有明ﾃﾆｽの森 男SD、混合D DUNLOP FORT JTA:03-3481-2321
49 継 主Ｔ 12/02(木)～12/05(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 1stｽﾃｰｼﾞ 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ/兵庫:ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 無し 男団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
4 継 主Ｔ 平成23年01/21(金)～01/23(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 2ndｽﾃｰｼﾞ 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ/兵庫:ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 無し 男団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
7 継 主Ｔ 平成23年02/11(金)～02/13(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東京:東京体育館 無し 男団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021

　
　 　 　

平成22年(2010年)度 国別対抗戦  ｛日本に関係｝
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
17 海 04/19の週 ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ予選 ﾏﾚｰｼｱ:ｸﾁﾝ 無し Jr男(16才以下)　国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
19 海 05/03の週 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ予選 中国:安慶 無し Jr男(14才以下)  国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
19 海T 05/07(金)～05/09(日) ﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ ｱｼﾞｱ/ｵｾｱﾆｱ ｿﾞｰﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 未定 無し 男 国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
32 海 08/02の週 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ 決勝大会 ﾁｪｺ:ﾌﾟﾛｽﾃﾖﾌ 無し Jr男(14才以下)  国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
35 海 08/23の週 第19回 日韓中 ｼﾞｭﾆｱ交流競技 ﾃﾆｽ競技 未定 無し Jr男(18才以下) 3ヶ国対抗戦 JTA:03-3481-2321
40 海 09/27の週 ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ 決勝大会 ﾒｷｼｺ:ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ 無し Jr男(16才以下)　国別対抗戦 JTA:03-3481-2321

　

平成22年(2010年)度 一般大会  ｛公認・JTT｝
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
20 継 公JTT 05/10(月)～05/15(土) 04/26～30 第14回 加西・ｱｵﾉｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男300万円 男SD DUNLOP FORT ㈱青野運動公苑ｱｵﾉﾘｿﾞｰﾄ:0790-45-1845
23 継 公JTT 06/01(火)～06/06(日) 05/27～31 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ 埼玉ｵｰﾌﾟﾝ 第41回 春季ｸﾗｼｯｸ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男300万円 男SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
34 継 公JTT 08/16(月)～08/22(日) 08/07～15 BRIDGESTONE OPEN 2010 第89回 毎日ﾃﾆｽ選手権 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ｺｰﾄ 男300万円 男SD BS-XT8 毎日新聞社事業本部:03-3212-0807
35 継 公JTT 08/24(火)～08/29(日) 08/22～23 第5回道後CUP愛媛ｵｰﾌﾟﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃﾆｽﾂｱｰ 2010 愛媛:松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男300万円 男SD YONEX TMP80 愛媛県ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
3 継 公JTT 平成23年01/10(月)～01/15(土) 12/13～18 第12回 兵庫県知事杯 2011 ｱｵﾉ正月ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男300万円 男SD DUNLOP FORT ㈱青野運動公苑ｱｵﾉﾘｿﾞｰﾄ:0790-45-1845
7 継 公JTT 平成23年02/07(月)～02/13(日) 02/05～06 第22回 鳥取ｵｰﾌﾟﾝｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ選手権大会 鳥取:鳥取県立鳥取産業体育館 男300万円 男SD DUNLOP FORT 鳥取市ﾃﾆｽ協会(浅倉俊一氏):0857-37-4081

平成22年(2010年)度   国際大会｛国内開催｝  
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
14 継 公際 03/30(火)～04/04(日) 03/27～29 ｴﾚｯｾ甲府国際ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 山梨:山梨学院横根ﾃﾆｽ場 男1万＄ 男SD DUNLOP FORT ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:055-222-4030
15 新 公際 04/05(月)～04/11(日) 04/03～04 筑波大学国際ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 茨城:筑波大学 男1万＄ 男SD SRIXON つくばﾃﾆｽ科学ｾﾝﾀｰ
24 継 公際 06/07(月)～06/13(日) 06/05～06 軽井沢ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ 長野:軽井沢会ﾃﾆｽｺｰﾄ 男1万＄ 男SD PRINCE 軽井沢ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ大会事務局:03-3339-7877
25 継 公際 06/15(火)～06/20(日) 06/12～14 草津国際ﾖﾈｯｸｽｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 群馬:草津ﾅｳﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 男1万＄ 男SD YONEX TMP80 草津国際男子ﾃﾆｽ実行委員会:03-3928-1112
26 継 公際 06/22(火)～06/27(日) 06/19～21 昭和の森国際男子ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男1万＄ 男SD HEAD ATP 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ:042-543-2101
27 継 公際 06/29(火)～07/04(日) 06/27～28 札幌国際ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 北海道:中島公園庭球場 男1万＄ 男SD 北海道ﾃﾆｽ協会:011-813-8880
42 継 公際 10/12(火)～10/17(日) 10/09～11 ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ柏ｵｰﾌﾟﾝ 2010（予定） 千葉:吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 男1.5万＄ 男SD 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ:04-7134-3030
43 継 公際 10/19(火)～10/24(日) 10/17～18 Masa日大ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ inｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌｫﾚｽﾄ横浜（予定） 神奈川:ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌｫﾚｽﾄ横浜 男1.5万＄ 男SD ﾏｻｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ:03-5772-7705
47 継 公際 11/15(月)～11/21(日) 11/13～14 慶應ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ2010（予定）  ←開催見合わせ 神奈川:慶応義塾大学日吉蝮谷ｺｰﾄ 男5万＄ 男SD 慶應義塾大学庭球部:045-562-2989
48 継 公際 11/22(月)～11/28(日) 11/20～21 2010 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 愛知:ｽｶｲﾎｰﾙ豊田 男3.5万＄＋H 男SD SRIXON ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ㈱:06-6392-8700
11 継 公際 平成23年03/07(月)～03/13(日) 03/05～06 京都ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ 京都:京都市体育館 男3.5万＄＋H 男SD 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
12 継 公際 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/12～14 亜細亜大学国際ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2011 東京:亜細亜大学日の出ｷｬﾝﾊﾟｽ 男1万＄ 男SD BS-XT8 亜細亜大学大会事務局:0422-36-3279
13 継 公際 平成23年03/21(月)～03/27(日) 03/19～20 ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ・早稲田ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ国際ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東京:早稲田大学東伏見ｷｬﾝﾊﾟｽ 男1万＄ 男SD SRIXON 早稲田大学庭球部:042-469-3487

2010年12月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）



平成22年(2010年)度 一般大会 ｛主催｝　女子
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
29 継 主Ｔ 07/15(木)～07/18(日) 第34回 全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会(山口大会) 山口:岩国総合運動公園 他 無し 都市対抗戦 JTA:03-3481-2321
35 継 主 08/27(金)～08/29(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会　(全国ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ・ﾃﾆｽ) 帯広:帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 無し 女団体 BS-XT8 JTA実業団事務局:03-5280-3021

40-41 継 主Ｔ 10/01(金)～10/04(月) 第65回 国民体育大会　ﾃﾆｽ競技 千葉:未定 無し 都道府県対抗戦 JTA:03-3481-2321
42 継 主Ｔ 10/14(木)～10/17(日) 第24回 全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ (全国A大会) 広島:広島広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 無し 女団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
41 継 主際 10/04(月)～10/10(日) 10/02～03 JAPAN OPEN 2010 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ｺｰﾄ/有明ｺﾛｼｱﾑ 女10万$ 女SD SRIXON JAPAN OPEN事務局:03-3481-2511
42 継 主際 10/11(月)～10/17(日) 10/09～10 HP JAPAN WOMEN'S OPEN TENNIS 2010 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女22万$ 女SD HP OPEN事務局:03-6229-2705
47 継 共 11/16(火)～11/19(金) ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ 第32回全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会 全国決勝大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 無し 都道府県対抗戦 朝日広告社 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ大会事務局:03-3547-5505

44/45 継 主JTT 10/30(土)～11/07(日) 10/27～29 第85回 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大会 東京:有明ｺﾛｼｱﾑ/有明ﾃﾆｽの森 女SD、混合D DUNLOP FORT JTA:03-3481-2321
49 継 主Ｔ 12/02(木)～12/05(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 1stｽﾃｰｼﾞ 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ/兵庫:ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 無し 女団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
4 継 主Ｔ 平成23年01/21(金)～01/23(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 2ndｽﾃｰｼﾞ 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ/兵庫:ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 無し 女団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
7 継 主Ｔ 平成23年02/12(土)～02/13(日) 第25回 ﾃﾆｽ日本ﾘｰｸﾞ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東京:東京体育館 無し 女団体 DUNLOP FORT JTA実業団事務局:03-5280-3021
10 継 主ＪＴＴ 平成23年03/07(月)～03/13(日) 03/03～04 第47回 島津全日本室内ﾃﾆｽ選手権大会 京都:京都市体育館 女600万円 女SD DUNLOP FORT 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745

　  

平成22年(2010年)度 国別対抗戦  ｛日本に関係｝
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
17 海Ｔ 04/24(土)～04/25(日) ﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ2 入替戦 未定 女　国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
18 海 04/26の週 ｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ ｱｼﾞｱ/ｵｾｱﾆｱ予選 ﾏﾚｰｼｱ:ｸﾁﾝ 無し Jr女(16才以下)　国別対抗戦  JTA:03-3481-2321
19 海 05/03の週 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ予選 中国:安慶 無し Jr女(14才以下)　国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
32 海 08/02の週 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ 決勝大会 ﾁｪｺ:ﾌﾟﾛｽﾃﾖﾌ 無し Jr女(14才以下)  国別対抗戦 JTA:03-3481-2321
35 海 08/23の週 第19回 日韓中 ｼﾞｭﾆｱ交流競技 ﾃﾆｽ競技 未定 無し Jr女(18才以下) 3ヶ国対抗戦 JTA:03-3481-2321
40 海 09/27の週 ｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ 決勝大会 ﾒｷｼｺ:ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ 無し Jr女(16才以下)  国別対抗戦 JTA:03-3481-2321

平成22年(2010年)度 一般大会  ｛公認・JTT｝
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
15 継 公JTT 04/06(火)～04/11(日) 04/03～05 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ 埼玉ｵｰﾌﾟﾝ 41回 春季ｸﾗｼｯｸ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女300万円 女SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000

平成22年(2010年)度   国際大会｛国内開催｝  
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
17 新 公際 04/20(火)～04/25(日) 04/18～19 三重国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 三重:白山ﾋﾞﾚｯｼﾞ ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ 女1万$ 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
18 継 公際 04/27(火)～05/02(日) 04/25～26 ｶﾝｶﾞﾙｰｶｯﾌﾟ 国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 岐阜:岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ 長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女5万$ 女SD BS-XT8 (財)岐阜県ｲﾍﾞﾝﾄ･ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団:058-233-8822
19 継 公際 05/04(火)～05/09(日) 05/02～03 福岡国際女子ﾃﾆｽ 2010 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 女5万$ 女SD SRIXON 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
20 継 公際 05/11(火)～05/16(日) 05/09～10 久留米市ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨｶｯﾌﾟ国際女子ﾃﾆｽ 2010 福岡:久留米市新宝満川地区ﾃﾆｽｺｰﾄ 女5万$ 女SD BS-XT8 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
21 継 公際 05/18(火)～05/23(日) 05/16～17 軽井沢国際女子ﾃﾆｽ大会 2010 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実行委員会:03-3928-1112
22 継 公際 05/25(火)～05/30(日) 05/22～24 草津国際女子ﾃﾆｽ大会 群馬:草津ﾅｳﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 女2.5万$ 女SD YONEX TMP80 草津国際女子ﾃﾆｽ実行委員会:03-3928-1112
23 継 公際 06/01(火)～06/06(日) 05/30～31 JNSこもろ国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 長野:乙女湖公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女1万$ 女SD BS-XT8 JNSｸﾞﾙｰﾌﾟ:0267-62-8100
24 継 公際 06/08(火)～06/13(日) 06/06～07 東京有明国際女子ｵｰﾌﾟﾝⅠ 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ｺｰﾄ 女1万$ 女SD SRIXON 有明ﾃﾆｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ:03-3346-2007
28 継 公際 07/06(火)～07/11(日) 07/03～05 昭和の森女子国際ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女1万$ 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:0424-83-9321
32 継 公際 08/03(火)～08/08(日) 08/01～02 新潟女子国際ﾃﾆｽ大会2010 新潟:新潟市庭球場 女1万$ 女SD YONEX TMP80 新潟女子国際ﾃﾆｽ大会実行委員会:025-382-8011

35 継 公際 08/24(火)～08/29(日) 08/22～23 埼玉ｸﾞﾘｰﾝ国際女子ｻｰｷｯﾄ 2010 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女1万$ 女SD SRIXON ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
36 継 公際 08/31(火)～09/05(日) 08/29～30 ｾｷｼｮｳ国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 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:029-860-5151
37 継 公際 09/07(火)～09/12(日) 09/05～06 JPTA能登国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 石川:藤波運動公園 女2.5万$ 女SD BS-XT8 (社)日本ﾌﾟﾛﾃﾆｽ協会:03-5791-1965
38 継 公際 09/14(火)～09/19(日) 09/12～13 ｼﾞｰｴｽ・ﾕｱｻ国際女子ｵｰﾌﾟﾝ 2010 京都:京都市体育館 女1万$ 女SD SRIXON 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
39 継 公際 09/20(月)～09/25(土) 09/18～19 ｺﾞｰｾﾝｶｯﾌﾟ ｽｳｨﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ牧之原国際ﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 静岡:静波ﾘｿﾞｰﾄｽｳｨﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ 女2.5万$ 女SD SRIXON ㈱高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ:054-278-2056

39-40 継 公際 09/26(日)～10/02(土) 09/24～25 東ﾚ ﾊﾟﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ｺｰﾄ/有明ｺﾛｼｱﾑ 女200万$ 女SD Wilson ㈱ﾕｰ･ｴﾇ･ｵｰ:03-5229-0266
40 継 公際 09/28(火)～10/03(日) 09/26～27 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄｶｯﾌﾟ浜名湖国際女子ﾃﾆｽ大会 2010 静岡:東急ﾘｿﾞｰﾄﾀｳﾝ浜名湖 女2.5万$ 女SD BS-XT8 浜名湖国際女子実行委員会:053-472-9401
47 継 公際 11/16(火)～11/21(日) 11/14～15 兵庫国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:吉川総合公園 女1万$ 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
48 継 公際 11/23(火)～11/28(日) 11/21～22 2010 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 愛知:ｽｶｲﾎｰﾙ豊田 女7.5万＄＋H 女SD SRIXON ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ㈱:06-6392-8700
12 継 公際 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/13～14 宮崎国際女子ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰﾃﾆｽ 2011 宮崎:ｼｰｶﾞｲﾔﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女1万$ 女SD SRIXON 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
13 継 公際 平成23年03/21(月)～03/26(土) 03/19～20 甲府国際ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2011 山梨:山梨学院横根ﾃﾆｽ場 女1万$ 女SD BS-XT8 山梨国際大会開催委員会:055-222-0040

2010年12月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）



平成22年(2010年)度   一般大会｛J-1大会 賞金有｝　男子   

週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
14 継 公J1 03/29(月)～04/04(日) 03/17～19 大宮ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 埼玉:東京健保組合大宮運動場 男50万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
14 継 公J1 03/30(火)～04/03(土) 03/29 浜名湖国際女子ﾃﾆｽ大会ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ選手権 兼 浜名湖ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄⅠ 静岡:東急ﾘｿﾞｰﾄﾀｳﾝ浜名湖 男20万円 男SD 萩丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:053-472-9401
15 継 公J1 04/05(月)～04/09(金) 03/24～25 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(3月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
15 継 公J1 04/07(水)～04/11(日) 04/04～05 第19回ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ神戸ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 兵庫県ﾃﾆｽ協会:078-974-7787
16 継 公J1 04/12(月)～04/15(木) 04/12 伊豆高原 ﾛﾌﾞｨﾝｸﾞｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 4月大会 静岡:伊豆高原ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙﾛﾌﾞｨﾝｸﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
16 継 公J1 04/12(月)～04/17(土) 04/10～11 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
16 継 公J1 04/12(月)～04/17(土) 04/11 じょんのびｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 新潟:新潟市庭球場 男50万円 男SD BS-XT8 新潟ｼﾞｬﾝﾎﾞｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ:025-285-1933
16 継 公J1 04/14(水)～04/18(日) 04/12～13 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ京都ｵｰﾌﾟﾝ 2010 京都:小畑川中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男50万円 男SD BS-XT8 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
17 継 公J1 04/19(月)～04/25(日) 04/14～18 第46回 東京ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 by DUNLOP 東京:有明ﾃﾆｽの森公園 男100万円 男SD DUNLOP FORT 東京都ﾃﾆｽ協会:03-5327-2733
17 継 公J1 04/20(火)～04/24(土) 04/19 2010 福岡ｵｰﾌﾟﾝ(4月) 福岡:九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
17 新 公J1 04/20(火)～04/25(日) 04/19 三重 津ｵｰﾌﾟﾝ2010 三重:COCOPAﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
17 継 公J1 04/20(火)～04/25(日) 04/19 第6回みまさか湯郷ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 岡山:かつた運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ/かつたひまわりﾄﾞｰﾑ 男50万円 男SD DUNLOP FORT みまさか湯郷ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ実行委員会:0868-72-3512
18 継 公J1 04/27(火)～05/01(土) 04/22～23 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (4月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
18 継 公J1 04/27(火)～05/01(土) 04/26 2010 東京国立ｵｰﾌﾟﾝ(4月) 東京:ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ国立 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
19 新 公J1 05/03(月)～05/07(金) 05/02 秩父ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ 男20万円 男SD Will Sports㈱:03-6427-3900
20 継 公J1 05/10(月)～05/14(金) 05/06～07 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(5月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
21 継 地公J1 05/17(月)～05/22(土) 05/15～17 第86回 関西ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 (一般の部) 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
21 継 公J1 05/17(月)～05/22(土) 05/15～16 北國新聞社杯争奪 石川ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 石川:金沢市営城北市民ﾃﾆｽｺｰﾄ 男200万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
21 継 公J1 05/17(月)～05/22(土) 05/15～16 ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 春 2010 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男20万円 男SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
22 継 地公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/18～19 第84回 関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男150万円 男SD DUNLOP FORT 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/22～24 第85回 毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 (一般の部) 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/23～24 羽鳥湖温泉ｶｯﾌﾟ  ﾚｼﾞｰﾅの森ｵｰﾌﾟﾝ 2010 Ⅰ 福島：羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男50万円 男SD DUNLOP FORT 羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森㈱:0248-85-2121
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/23 2010 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(5月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
23 継 公J1 05/31(月)～06/06(日) 05/29～30 TEAM STUFFｵｰﾌﾟﾝⅠ 大阪:TEAM STUFF四條畷 男100万円 男SD Tretorn SERIE TEAM STUFF:06-6906-8062
24 継 公J1 06/07(月)～06/12(土) 06/06 兵庫 丹波ｵｰﾌﾟﾝ2010 兵庫:吉川総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
24 継 公J1 06/07(月)～06/13(日) 06/02～04 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり① 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
24 新 公J1 06/09(水)～06/13(日) 06/08～09 北海道・十勝ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 十勝:明治北海道十勝ｵｰﾊﾞﾙ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 帯広ﾃﾆｽ協会:0155-25-6066
25 継 公J1 06/15(火)～06/20(日) 06/07～11 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｶｯﾌﾟ 神奈川ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 神奈川:荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男100万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗﾝﾄﾞｳ:03-5373-0691
25 継 公J1 06/15(火)～06/19(土) 06/10～11 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (6月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
26 継 公J1 06/21(月)～06/26(土) 06/19～20 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｻﾏｰ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD HEAD ATP ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
26 継 公J1 06/21(月)～06/27(日) 06/20 明石ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ2010 兵庫:明石西公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男50万円 男SD ㈲ﾄｯﾌﾟﾗﾝ:079-429-6363
27 継 公J1 06/28(月)～07/01(木) 06/28 伊豆高原 ﾛﾌﾞｨﾝｸﾞｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 6月大会 静岡:伊豆高原ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙﾛﾌﾞｨﾝｸﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
27 継 公J1 06/28(月)～07/04(日) 06/26～27 茨城ｵｰﾌﾟﾝつくば市長杯 茨城:二の宮公園 他 男50万円 男SD 茨城ｵｰﾌﾟﾝ実行委員会:029-858-3122
27 新 公J1 06/28(月)～07/03(土) 06/27～28 滋賀 甲賀ｵｰﾌﾟﾝ2010ｻﾏｰ 滋賀:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
28 新 公J1 07/05(月)～07/10(土) 07/01～02 夏季ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ2010 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
28 継 公J1 07/05(月)～07/09(金) 06/30～07/02 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(6月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
28 継 公J1 07/06(火)～07/09(金) 07/05 2010 山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(7月) 山梨:Papas Tennis Club若神子 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
28 継 公J1 07/06(火)～07/11(日) 07/05 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2010 ｼｰｽﾞﾝⅢ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
29 継 公J1 07/12(月)～07/17(土) 07/10～11 ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 夏 2010 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男20万円 男SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
29 継 地公J1 07/14(水)～07/18(日) 07/12～13 2010 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ第79回 東海中日ﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
29 継 公J1 07/15(木)～07/18(日) 07/11 2010 KPI OPEN Ⅰ 兵庫:ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘｰﾅ 男20万円 男SD BS-XT8 ｹｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱:0799-26-0037
30 継 公J1 07/20(火)～07/25(日) 07/14～16 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり② 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
30 継 公J1 07/20(火)～07/25(日) 07/18～19 羽鳥湖温泉ｶｯﾌﾟﾚｼﾞｰﾅの森ｵｰﾌﾟﾝ2010 Ⅱ 福島：羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森㈱:0248-85-2121
31 新 公J1 07/28(水)～07/31(土) 07/26～27 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ首都圏ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男20万円 男S DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
32 継 公J1 08/02(月)～08/06(金) 07/28～30 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(7月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
33 継 公J1 08/09(月)～08/15(日) 08/02～04 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 8月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
33 継 公J1 08/11(水)～08/15(日) 08/09～10 2010 潮芦屋NAMPｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 兵庫:ﾐｽﾞﾉﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ潮芦屋 男20万円 男SD DUNLOP FORT 久田英登:090-7351-8309
34 継 公J1 08/16(月)～08/21(土) 08/12～13 ﾌｪﾆｯｸｽ箱根ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 神奈川:箱根湖畔ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ 男20万円 男SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
35 新 公J1 08/26(木)～08/27(金) 08/24～25 ﾋﾞｯｸﾞKｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東京:立野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男S YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
36 継 地公J1 08/30(月)～09/05(日) 08/28～29 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ、三菱地所ｶｯﾌﾟ2010 第74回 東北ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 宮城:泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC 他 男100万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
36 継 公J1 08/30(月)～09/05(日) 08/25～27 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり③ 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
37 継 公J1 09/06(月)～09/11(土) 09/04～05 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 宗像ｵｰﾌﾟﾝ 福岡:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ:0940-33-9680
37 継 公J1 09/06(月)～09/11(土) 09/04～05 ﾗｲﾌ・ｴﾇ・ﾋﾟｰ ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 秋 2010 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男150万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
37 継 公J1 09/07(火)～09/11(土) 09/06 岐阜ﾖﾈｯｸｽｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 岐阜:長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男50万円 男SD YONEX TMP80 岩崎弥廣:090-3446-8591
38 継 公J1 09/14(火)～09/19(日) 09/13 しぶかわｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 　 群馬:渋川総合運動公園庭球場 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
38 継 公J1 09/14(火)～09/19(日) 09/13 YASHIMA OPEN Summer 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
39 継 公J1 09/20(月)～09/23(木) 09/19～20 島根ｵｰﾌﾟﾝ2010 島根:未定 男50万円 男SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
39 継 公J1 09/20(月)～09/25(土) 09/19～20 信州上田ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ大会 2010 長野:上田市古戦場公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 上田市ﾃﾆｽ協会:0268-21-9230
40 新 公J1 09/27(月)～10/02(土) 09/26～27 滋賀 甲賀ｵｰﾌﾟﾝ2010 ｵｰﾀﾑⅠ 滋賀:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
40 新 公J1 09/29(水)～10/02(土) 09/27～28 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ首都圏ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男20万円 男S DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
41 継 公J1 10/04(月)～10/08(土) 10/02 TEAM STUFFｵｰﾌﾟﾝⅡ 大阪:TEAM STUFF四條畷 男20万円 男SD Tretorn SERIE TEAM STUFF:06-6906-8062
41 新 公J1 10/05(火)～10/09(日) 09/29 第1回栃木宇都宮ｵｰﾌﾟﾝ 栃木:清原中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男100万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
42 継 公J1 10/11(月)～10/16(土) 10/09 27TH ｺﾞｰｾﾝ杯 千代ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 静岡:千代ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男100万円 男SD DUNLOP FORT 千代ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:054-278-3261
42 継 公J1 10/12(火)～10/16(土) 10/10 2010 宮城ｵｰﾌﾟﾝ 宮城:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
42 新 公J1 10/13(水)～10/16(土) 10/06～07 小岩ｵｰﾌﾟﾝ 東京:私学実業団総合運動場 男20万円 男SD BS-XT8 Will Sports㈱:03-6427-3900
42 継 公J1 10/14(木)～10/17(日) 10/10 2010 KPI OPEN Ⅱ 兵庫:ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘｰﾅ 男20万円 男SD BS-XT8 ｹｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱:0799-26-0037
43 継 公J1 10/18(月)～10/22(金) 10/12～15 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(10月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
43 継 公J1 10/18(月)～10/24(日) 10/13～16 秋季 ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ 2010 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男100万円 男SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
43 新 公J1 10/19(火)～10/24(日) 10/18 YASHIMA OPEN Autumn 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
44 継 公J1 10/26(火)～10/30(土) 10/21～22 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (10月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
44 継 公J1 10/25(月)～10/31(日) 10/20～22 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 10月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321

2010年12月24日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）
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46 継 公J1 11/10(水)～11/14(日) 11/08～09 野田オープン 千葉：ｵｰｸﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD DUNLOP FORT ｵｰｸﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ：04-7124-2515
46 継 公J1 11/08(月)～11/12(金) 11/06～07 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 加古川ｵｰﾌﾟﾝ vol.2 2010 兵庫:ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ石守 男20万円 男SD ㈲ﾄｯﾌﾟﾗﾝ:079-429-6363
46 新 公J1 11/08(月)～11/12(金) 11/07 滋賀 甲賀ｵｰﾌﾟﾝ2010ｵｰﾀﾑⅡ 滋賀:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
46 継 公J1 11/08(月)～11/14(日) 11/07 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 伊豆稲取ｽﾎﾟｰﾂｳﾞｨﾗ 静岡:伊豆稲取ｽﾎﾟｰﾂｳﾞｨﾗ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
46 継 公J1 11/09(火)～11/13(土) 11/08 2010 福岡ｵｰﾌﾟﾝ(11月) 福岡:九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
47 継 公J1 11/15(月)～11/18(木) 11/15 伊豆高原 ﾛﾌﾞｨﾝｸﾞｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 11月大会 静岡:伊豆高原ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙﾛﾌﾞｨﾝｸﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
47 継 公J1 11/15(月)～11/20(土) 11/14 2010 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(11月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
47 継 公J1 11/15(月)～11/20(土) 11/11～14 ENEOSｶｯﾌﾟ はさきｵｰﾌﾟﾝ 茨城:ﾃﾆｽﾎﾟｰﾄ波崎 男100万円 男SD ｾﾊﾞｯｸ㈱(ﾃﾆｽﾎﾟｰﾄ波崎):0479-48-1134
47 継 公J1 11/16(火)～11/21(日) 11/15 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2010 ｼｰｽﾞﾝⅣ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
48 継 公J1 11/23(火)～11/27(土) 11/15 第7回 ｱｵﾉｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD BS-XT8 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0790-45-1845
48 継 公J1 11/24(水)～11/28(日) 11/20～23 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ 埼玉ｵｰﾌﾟﾝ 第42回秋季ｸﾗｼｯｸ (埼玉県ﾃﾆｽ協会主催大会 J1-5) 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男100万円 男SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
49 継 公J1 11/29(月)～12/04(土) 11/27～28 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｳｨﾝﾀｰ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男100万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
49 継 公J1 11/30(火)～12/04(土) 11/25～26 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (12月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
50 継 公J1 12/06(月)～12/11(土) 12/04～05 ﾗｲﾌ・ｴﾇ・ﾋﾟｰ ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 冬 2010 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男50万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
50 継 公J1 12/07(火)～12/11(土) 12/05～06 西神戸ｵｰﾌﾟﾝ 兵庫:ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨｰﾙﾄﾞ 男20万円 男SD ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨｰﾙﾄﾞ:078-965-0777
51 継 公J1 12/14(火)～12/18(土) 12/13 2010 熊本ｵｰﾌﾟﾝ 熊本:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
51 継 公J1 12/14(火)～12/19(日) 12/13～14 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 12月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男20万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
51 継 公J1 12/16(木)～12/19(日) 12/12 2010 PEARL-BRIDGE OPEN 兵庫:ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘｰﾅ 男20万円 男SD BS-XT8 ｹｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱:0799-26-0037
52 継 公J1 12/20(月)～12/24(金) 12/18～19 ｴﾙｸﾞ鹿児島ｵｰﾌﾟﾝ 鹿児島:ｱｰﾊﾞﾝｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ ｴﾙｸﾞ 男50万円 男SD BS-XT8 ㈱ﾆﾁｶﾞｽｸﾘｴｲﾄ:099-227-0202
52 継 公J1 12/20(月)～12/25(土) 12/18～19 2010 山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(12月) 山梨:Papas Tennis Club 須玉 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
52 継 公J1 12/21(火)～12/25(土) 12/20 2010 広島ｵｰﾌﾟﾝ 広島:ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
1 新 公J1 12/28(火)～平成23年01/01(土) 12/27 三重 津ｵｰﾌﾟﾝ2010ｳｨﾝﾀｰ 三重:COCOPAﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
1 継 公J1 12/29(水)～平成23年01/02(日) 12/27～28 2010 東京国立ｵｰﾌﾟﾝ(12月) 東京:ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ国立 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
3 継 公J1 平成23年01/12(水)～01/15(土) 01/11 2011 京王ｵｰﾌﾟﾝ(1月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
3 継 公J1 平成23年01/11(火)～01/16(日) 01/10～11 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男20万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
4 継 公J1 平成23年01/17(月)～01/20(木) 01/17 伊豆高原 ﾛﾌﾞｨﾝｸﾞｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 1月大会 静岡:伊豆高原ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙﾛﾌﾞｨﾝｸﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
4 継 公J1 平成23年01/19(水)～01/23(日) 01/16～18 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ ﾆｭｰｲﾔｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ2011 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男20万円 男SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
4 継 公J1 平成23年01/18(火)～01/23(日) 01/17 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2011 ｼｰｽﾞﾝⅠ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
5 継 公J1 平成23年01/24(月)～01/29(土) 01/22～23 ﾗｲﾌ・ｴﾇ・ﾋﾟｰ ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 新春 2011 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男50万円 男SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
5 継 公J1 平成23年01/24(月)～01/28(金) 01/23 2011 和歌山紀三井寺ｵｰﾌﾟﾝ 和歌山:紀三井寺公園庭球場 男20万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
6 継 公J1 平成23年01/31(月)～02/04(金) 01/29～30 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ加古川ｵｰﾌﾟﾝ vol.3 2011 兵庫:ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ石守 男20万円 男SD ㈲ﾄｯﾌﾟﾗﾝ:079-429-6363
6 継 公J1 平成23年01/31(月)～02/06(日) 01/29～30 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 熱海 静岡:小山臨海公園 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
6 継 公J1 平成23年01/31(月)～02/06(日) 01/24～28 2011 ｺﾞｼﾞﾗ東宝ｵｰﾌﾟﾝ 東京:東宝調布ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD PRINCE 東宝調布ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:042-485-6411
7 継 公J1 平成23年02/07(月)～02/13(日) 02/02～05 春季 ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ 2011 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男100万円 男SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
7 継 公J1 平成23年02/08(火)～02/12(土) 02/03～04 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (2月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
8 継 公J1 平成23年02/14(月)～02/19(土) 01/31～02/01 ﾙﾈｻﾝｽ千葉ｵｰﾌﾟﾝ 2011 千葉:鷹之台ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
8 新 公J1 平成23年02/15(火)～02/20(日) 02/14 YASHIMA OPEN Winter 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
9 継 公J1 平成23年02/21(月)～02/26(土) 02/20 2011 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(2月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
9 継 公J1 平成23年02/21(月)～02/27(日) 02/16～18 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
10 新 公J1 平成23年03/02(水)～03/06(日) 02/28～03/01 湘南ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2011　　←開催見合わせ 神奈川:荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD SRIXON 荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ:0466-81-3411
10 新 公J1 平成23年03/01(火)～03/05(土) 02/28 三重 津ｵｰﾌﾟﾝ2011ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 三重:COCOPAﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ 男20万円 男SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
10 継 公J1 平成23年02/28(月)～03/06(日) 02/28 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2011 ｼｰｽﾞﾝⅡ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男50万円 男SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
11 継 公J1 平成23年03/07(月)～03/13(日) 03/02～04 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり④ 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
12 継 公J1 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/14～15 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 3月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男20万円 男SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
12 継 公J1 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/14 YASHIMA OPEN Spring 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 男50万円 男SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
13 継 公J1 平成23年03/21(月)～03/26(土) 03/19～20 2011山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(3月) 山梨:Papas Tennis Club若神子 男50万円 男SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
13 継 公J1 平成23年03/21(月)～03/26(土) 03/19～20 ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 春休み 2011 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 男20万円 男SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
13 継 公J1 平成23年03/24(木)～03/27(日) 03/20 2011 AWAJI ISLAND OPEN 兵庫:ｻﾝﾄﾋﾟｱﾏﾘｰﾅ 男20万円 男SD BS-XT8 ｹｲ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱:0799-26-0037
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週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問合せ先
14 継 公J1 03/30(火)～04/03(土) 03/29 浜名湖国際女子ﾃﾆｽ大会ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ選手権 兼 浜名湖ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄⅠ 静岡:東急ﾘｿﾞｰﾄﾀｳﾝ浜名湖 女20万円 女SD 萩丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:053-472-9401
15 継 公J1 04/05(月)～04/09(金) 03/24～25 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(3月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
15 継 公J1 04/07(水)～04/11(日) 04/04～05 第19回ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ神戸ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女100万円 女SD DUNLOP FORT 兵庫県ﾃﾆｽ協会:078-974-7787
16 継 公J1 04/12(月)～04/17(土) 04/11 じょんのびｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 新潟:新潟市庭球場 女50万円 女SD BS-XT8 新潟ｼﾞｬﾝﾎﾞｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ:025-285-1933
16 継 公J1 04/14(水)～04/17(土) 04/10～11 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
16 継 公J1 04/14(水)～04/18(日) 04/12～13 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ京都ｵｰﾌﾟﾝ 2010 京都:小畑川中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女50万円 女SD BS-XT8 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
17 継 公J1 04/19(月)～04/25(日) 04/14～18 第46回 東京ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 by DUNLOP 東京:有明ﾃﾆｽの森公園 女50万円 女SD DUNLOP FORT 東京都ﾃﾆｽ協会:03-5327-2733
17 継 公J1 04/20(火)～04/24(土) 04/19 2010 福岡ｵｰﾌﾟﾝ(4月) 福岡:九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
17 継 公J1 04/20(火)～04/25(日) 04/19 第6回みまさか湯郷ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 岡山:かつた運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ/かつたひまわりﾄﾞｰﾑ 女50万円 女SD DUNLOP FORT みまさか湯郷ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ実行委員会:0868-72-3512
19 新 公J1 05/03(月)～05/07(金) 05/02 秩父ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ 女20万円 女SD Will Sports㈱:03-6427-3900
20 継 公J1 05/10(月)～05/14(金) 05/06～07 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(5月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
20 継 公J1 05/11(火)～05/15(土) 04/26～30 第14回 加西・ｱｵﾉｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱青野運動公苑ｱｵﾉﾘｿﾞｰﾄ:0790-45-1845
21 継 地公J1 05/17(月)～05/22(土) 05/15～17 第86回 関西ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 (一般の部) 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女50万円 女SD DUNLOP FORT 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
22 継 地公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/18～19 第84回 関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女100万円 女SD DUNLOP FORT 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/22～24 第85回 毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 (一般の部) 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女50万円 女SD DUNLOP FORT 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/23～24 羽鳥湖温泉ｶｯﾌﾟ  ﾚｼﾞｰﾅの森ｵｰﾌﾟﾝ 2010 Ⅰ 福島：羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 女20万円 女SD DUNLOP FORT 羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森㈱:0248-85-2121
22 継 公J1 05/24(月)～05/29(土) 05/23 2010 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(5月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
24 継 公J1 06/07(月)～06/12(土) 06/06 兵庫 丹波ｵｰﾌﾟﾝ2010 兵庫:吉川総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女20万円 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
25 継 公J1 06/15(火)～06/20(日) 06/14～15 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ6月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ　 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
25 継 公J1 06/15(火)～06/20(日) 06/07～11 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｶｯﾌﾟ 神奈川ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 神奈川:荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 女100万円 女SD DUNLOP FORT ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗﾝﾄﾞｳ:03-5373-0691
25 継 公J1 06/15(火)～06/19(土) 06/10～11 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (6月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
26 継 公J1 06/23(水)～06/26(土) 06/19～20 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｻﾏｰ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
27 新 公J1 06/28(月)～07/03(土) 06/27～28 滋賀 甲賀ｵｰﾌﾟﾝ2010ｻﾏｰ 滋賀:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀 女20万円 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
27 継 公J1 06/30(水)～07/04(日) 06/26～27 茨城ｵｰﾌﾟﾝつくば市長杯 茨城:二の宮公園 他 女20万円 女SD 茨城ｵｰﾌﾟﾝ実行委員会:029-858-3122
28 新 公J1 07/05(月)～07/10(土) 07/01～02 夏季ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ2010 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
28 継 公J1 07/05(月)～07/09(金) 06/30～07/02 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(6月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
28 継 公J1 07/06(火)～07/09(金) 07/05 2010 山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(7月) 山梨:Papas Tennis Club若神子 女20万円 女SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
28 継 公J1 07/06(火)～07/11(日) 07/05 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2010 ｼｰｽﾞﾝⅢ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
29 継 地公J1 07/14(月)～07/18(日) 07/12～13 2010 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ第79回 東海中日ﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女100万円 女SD DUNLOP FORT 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
30 継 公J1 07/20(火)～07/25(日) 07/18～19 羽鳥湖温泉ｶｯﾌﾟﾚｼﾞｰﾅの森ｵｰﾌﾟﾝ2010 Ⅱ 福島：羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 女20万円 女SD DUNLOP FORT 羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森㈱:0248-85-2121
32 継 公J1 08/02(月)～08/06(金) 07/28～30 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(7月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4602
34 継 公J1 08/16(月)～08/22(日) 08/07～15 BRIDGESTONE OPEN 2010 第89回 毎日ﾃﾆｽ選手権 東京:有明ﾃﾆｽの森公園ｺｰﾄ 女200万円 女SD BS-XT8 毎日新聞社事業本部:03-3212-0807
35 新 公J1 08/26(木)～08/27(金) 08/24～25 ﾋﾞｯｸﾞKｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東京:立野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女S YONEX TMP80 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
36 継 地公J1 08/30(月)～09/05(日) 08/28～29 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ、三菱地所ｶｯﾌﾟ2010 第74回 東北ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 宮城:泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC 他 女100万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
36 継 公J1 08/30(月)～09/05(日) 08/25～27 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり③ 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
37 継 公J1 09/07(火)～09/11(土) 09/05～06 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 宗像ｵｰﾌﾟﾝ 福岡:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 女50万円 女SD DUNLOP FORT ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ:0940-33-9680
37 継 公J1 09/07(火)～09/11(土) 09/06 岐阜ﾖﾈｯｸｽｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2010 岐阜:長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女50万円 女SD YONEX TMP80 岩崎弥廣:090-3446-8591
37 新 公J1 09/08(水)～09/11(土) 09/06～07 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ首都圏ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女20万円 女S DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
38 継 公J1 09/14(火)～09/19(日) 09/13～14 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 9月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ　 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
39 継 公J1 09/20(月)～09/23(木) 09/19～20 島根ｵｰﾌﾟﾝ2010 島根:未定 女20万円 女SD ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
39 継 公J1 09/20(月)～09/25(土) 09/19～21 信州上田ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ大会 2010 長野:上田市古戦場公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女20万円 女SD DUNLOP FORT 上田市ﾃﾆｽ協会:0268-21-9230
40 新 公J1 09/27(月)～10/02(土) 09/26～27 滋賀 甲賀ｵｰﾌﾟﾝ2010 ｵｰﾀﾑⅠ 滋賀:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀 女20万円 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
41 新 公J1 10/05(火)～10/09(日) 09/30 第1回栃木宇都宮ｵｰﾌﾟﾝ 栃木:清原中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 女50万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
42 継 公J1 10/12(火)～10/16(土) 10/10 2010 宮城ｵｰﾌﾟﾝ 宮城:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
43 継 公J1 10/18(月)～10/24(日) 10/13～16 秋季 ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ 2010 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女100万円 女SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
44 継 公J1 10/25(月)～10/31(日) 10/20～22 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 10月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
44 継 公J1 10/26(火)～10/30(土) 10/21～22 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (10月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
46 継 公J1 11/09(火)～11/13(土) 11/08 2010 福岡ｵｰﾌﾟﾝ(11月) 福岡:九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
47 継 公J1 11/15(月)～11/20(土) 11/14 2010 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(11月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
47 継 公J1 11/15(月)～11/20(土) 11/11～14 ENEOSｶｯﾌﾟ はさきｵｰﾌﾟﾝ 茨城:ﾃﾆｽﾎﾟｰﾄ波崎 女50万円 女SD ｾﾊﾞｯｸ㈱(ﾃﾆｽﾎﾟｰﾄ波崎):0479-48-1134
47 継 公J1 11/16(火)～11/18(木) 11/09～11 2010 京王ｵｰﾌﾟﾝ(11月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
48 継 公J1 11/23(火)～11/27(土) 11/15 第7回 ｱｵﾉｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 2010 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD BS-XT8 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0790-45-1845
48 継 公J1 11/24(水)～11/28(日) 11/21～23 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ 埼玉ｵｰﾌﾟﾝ 第42回秋季ｸﾗｼｯｸ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女50万円 女SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
49 継 公J1 11/30(火)～12/04(土) 11/25～26 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (12月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
49 継 公J1 12/01(水)～12/04(土) 11/27～28 2010 ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄ 白子ｵｰﾌﾟﾝ in ｳｨﾝﾀｰ 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
51 継 公J1 12/14(火)～12/18(土) 12/13 2010 熊本ｵｰﾌﾟﾝ 熊本:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
51 継 公J1 12/14(火)～12/19(日) 12/13～14 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 12月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
52 継 公J1 12/20(月)～12/25(土) 12/18～19 2010 山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(12月) 山梨:Papas Tennis Club 須玉 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
52 継 公J1 12/21(火)～12/25(土) 12/20 2010 広島ｵｰﾌﾟﾝ 広島:ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
1 新 公J1 12/28(火)～平成23年01/01(土) 12/27 三重 津ｵｰﾌﾟﾝ2010ｳｨﾝﾀｰ 三重:COCOPAﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
4 継 公J1 平成23年01/19(水)～01/23(日) 01/16～18 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ ﾆｭｰｲﾔｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ2011 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
3 継 公J1 平成23年01/11(火)～01/16(日) 01/10～11 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
3 継 公J1 平成23年01/11(火)～01/15(土) 12/13～18 第12回兵庫県知事杯2011 ｱｵﾉ正月ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 兵庫:青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT 青野運動公苑ｱｵﾉﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0790-45-1845
5 継 公J1 平成23年01/24(月)～01/28(金) 01/23 2011 和歌山紀三井寺ｵｰﾌﾟﾝ 和歌山:紀三井寺公園庭球場 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
5 継 公J1 平成23年01/25(火)～01/29(土) 01/22～23 ﾗｲﾌ・ｴﾇ・ﾋﾟｰ ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 新春 2011 神奈川:大磯ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 女50万円 女SD BS-XT8 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
5 継 公J1 平成23年01/26(水)～01/30(日) 01/24～25 ﾙﾈｻﾝｽ千葉ｵｰﾌﾟﾝ 2011 千葉:鷹之台ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
6 継 公J1 平成23年01/31(月)～02/04(金) 01/26～27 2011 京王ｵｰﾌﾟﾝ(1月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
6 継 公J1 平成23年01/31(月)～02/06(日) 01/29～30 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 熱海 静岡:小山臨海公園 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
7 継 公J1 平成23年02/07(月)～02/13(日) 02/02～05 春季 ﾛｲﾔﾙSCｵｰﾌﾟﾝ 2011 千葉:ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女100万円 女SD YONEX TMP80 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:04-7138-2737
7 継 公J1 平成23年02/08(火)～02/12(土) 02/03～04 REXｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ (2月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲　 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
8 新 公J1 平成23年02/15(火)～02/20(日) 02/14 YASHIMA OPEN Winter 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
9 継 公J1 平成23年02/21(月)～02/26(土) 02/20 2011 名古屋ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ(2月) 愛知:名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD SRIXON 名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:0565-48-1121
9 新 公J1 平成23年02/23(水)～02/26(土) 02/21～22 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ首都圏ｵｰﾌﾟﾝ 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 女20万円 女S DUNLOP FORT ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000
10 新 公J1 平成23年03/01(火)～03/05(土) 02/28 三重 津ｵｰﾌﾟﾝ2011ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 三重:COCOPAﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD YONEX TMP80 Japan Tennis Players Production:0797-22-2777
10 継 公J1 平成23年02/28(月)～03/06(日) 02/28 ﾐﾙﾌｨｰﾕｵｰﾌﾟﾝ2011 ｼｰｽﾞﾝⅡ 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ﾐﾙﾌｨｰﾕﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ:050-3411-0448
11 継 公J1 平成23年03/07(月)～03/13(日) 03/02～04 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ひまわり④ 東京:ひまわりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
12 継 公J1 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/14～15 昭和の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 3月大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 女20万円 女SD HEAD ATP ㈱ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ:042-483-9321
12 継 公J1 平成23年03/15(火)～03/20(日) 03/14 YASHIMA OPEN Spring 大阪:ﾏﾘﾝﾃﾆｽﾊﾟｰｸ北村 女20万円 女SD DUNLOP FORT ㈱ｷｰﾌﾟｽﾏｲﾘﾝｸﾞ:06-4394-2234
13 継 公J1 平成23年03/21(月)～03/26(土) 03/19～20 2011山梨北杜ｵｰﾌﾟﾝ(3月) 山梨:Papas Tennis Club若神子 女20万円 女SD SRIXON ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601

2010年12月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）



平成22年(2010年)度   一般大会｛J1（賞金なし）大会・J2大会｝　男女
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 種目 使用球 問合せ先
16 継 地J1-2 04/12(月)～04/18(日) 04/10～11 第64回 九州毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
20 継 地J1-2 05/11(火)～05/15(土) 第63回 東海毎日ﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女SD DUNLOP FORT 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639

20-21 継 地J1-2 05/15(土)～05/17(月) 05/15～16 '10 東北ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ 仙台:泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女SD YONEX TMP80 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
23 継 地J1-2 06/07(月)～06/13(日) 06/05～06 第84回 九州ﾃﾆｽ選手権大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女SD DUNLOP FORT 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
25 継 地J1-2 06/14(月)～06/20(日) 第39回 北海道毎日ﾃﾆｽ選手権大会 千歳:千歳市青葉公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　他 男女SD DUNLOP FORT 千歳ﾃﾆｽ協会:0123-28-1711

29-30 継 地J1-2 07/18(日)～07/25(日) 第48回 北海道ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 小樽:小樽入船公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 小樽ﾃﾆｽ協会:0134-33-2834
31 継 地J1-2 07/29(木)～08/01(日) 07/28 第63回 北信越ﾃﾆｽ選手権大会 石川:金沢市営城北市民ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 石川県ﾃﾆｽ協会:076-294-3371
32 継 地J1-2 08/02(月)～08/06(金)　 08/07～08 第59回 四国ﾃﾆｽ選手権大会 愛媛:松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 愛媛県ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
34 継 地J1-2 08/16(月)～08/22(日) 第64回 中国ﾃﾆｽ選手権大会 山口:ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場 男女SD DUNLOP FORT 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
35 継 地J1-2 08/24(火)～08/29(日) 08/23～24 第70回 北海道ﾃﾆｽ選手権大会 札幌:札幌中島公園庭球場 男女SD DUNLOP FORT 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
50 継 地J1-2 12/06(月)～12/10(金) 12/04～05 第18回 九州ﾊｰﾄﾞｺｰﾄﾃﾆｽ選手権大会 福岡:九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女SD DUNLOP FORT 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
7 継 地J1-2 平成23年02/10(木)～02/13(日) 第26回 北海道ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 旭川:旭川市総合体育館 他 男女SD BS-XT8 旭川ﾃﾆｽ協会:0166-52-1110
8 継 地J1-2 平成23年02/18(金)～02/20(日) 02/12～13 第44回 九州室内ﾃﾆｽ選手権大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女SD DUNLOP FORT 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
10 継 地J1-2 平成23年03/04(金)～03/06(日) 第41回 北海道室内ﾃﾆｽ選手権大会 小樽:小樽市総合体育館 男女SD DUNLOP FORT 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670

14-18 継 J1-1 04/04(日)～04/29(木) 04/03 群馬県春季ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 兼 全日本選手権大会予選 前橋:群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 男女SD DUNLOP FORT 群馬県ﾃﾆｽ協会太田支部（小倉久幸）:0276-88-0346
15 継 J1-1 04/10(土)～04/11(日) 第35回 福井県ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(A) 福井:福井県営ﾃﾆｽ場 男女S DUNLOP FORT 福井県ﾃﾆｽ協会:0776-33-6255

15-17 継 J1-1 04/11(日)～04/25(日) 滋賀県ﾃﾆｽ選手権 滋賀:彦根庭球場/長浜ﾄﾞｰﾑ 他 男女S DUNLOP FORT 滋賀県ﾃﾆｽ協会:077-534-1508
16 継 J1-1 04/17(土)～04/18(日) 大阪府民ﾃﾆｽ選手権大会(ｼﾝｸﾞﾙｽの部) 兼 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大阪府予選大会 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女S DUNLOP FORT 大阪府ﾃﾆｽ協会:06-6459-3783

17-19 継 J1-1 04/24(土)～05/03(月) 神奈川県ﾃﾆｽ選手権大会 小田原:小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 男女SD DUNLOP FORT 神奈川県ﾃﾆｽ協会:045-511-0665
18-19 継 J1-1 05/02(日)～05/03(月) 05/01 平成22年度 春季ﾃﾆｽ選手権大会(兼 第85回 全日本ﾃﾆｽ沖縄県予選大会) 那覇:奥武山庭球場 男女S DUNLOP FORT 沖縄県ﾃﾆｽ協会:098-858-9120
18-19 継 J1-1 05/02(日)～05/05(水) 第79回 県知事杯 広島県ﾃﾆｽ選手権 尾道:びんご運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD 広島県ﾃﾆｽ協会:082-209-5200
18-21 継 J1-1 05/02(日)～05/22(土) 第60回 岡山県ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 岡山:浦安ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女D 岡山県ﾃﾆｽ協会:086-256-5445
19 継 J1-1 05/03(月)～05/04(火) 05/02 第46回 静岡県ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場　 男女S DUNLOP FORT 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
19 継 J1-1 05/03(月)～05/04(火) 全日本ﾃﾆｽ選手権 高知県予選 国体一次選考大会 高知:県営春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 高知県ﾃﾆｽ協会:088-843-7398
19 継 J1-1 05/04(火)～05/05(水) 04/18 富山県春季ﾃﾆｽ選手権大会 富山:岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S 富山県ﾃﾆｽ協会:076-491-1386
19 継 J1-1 05/04(火)～05/05(水) 05/03 全日本ﾃﾆｽ選手権 宮崎県予選大会 宮崎:総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 宮崎県ﾃﾆｽ協会:0985-21-1322
19 継 J1-1 05/08(土)～05/09(日) 05/08 第37回 福島県ﾃﾆｽ選手権大会 兼 全日本ﾃﾆｽ選手権福島県予選会 福島:羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011

21-23 継 J1-1 05/22(土)～06/05(土) 4/11～29 第43回 千葉県ﾃﾆｽ選手権大会(一般大会) 千葉:千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 男女SD DUNLOP FORT 千葉県ﾃﾆｽ協会:047-497-1425
22 継 J1-1 05/31(土) 05/29 第65回 島根県民体育大会ﾃﾆｽ競技 島根:松江総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女S 島根県ﾃﾆｽ協会:0852-28-3871
22 継 J1-1 06/26(土)～07/19(月) 06/19～20 平成22年度 香川県ﾃﾆｽ選手権大会 香川:総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 香川県ﾃﾆｽ協会:087-861-3643
24 継 J1-1 06/10(木)～06/13(日) 第26回 北・北海道ﾃﾆｽ選手権大会 北海道・旭川市花咲ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 旭川ﾃﾆｽ協会:0166-52-1110
25 継 J1-1 06/19(土)～06/20(日) 平成22年度 新潟県ﾃﾆｽ選手権大会(ｼﾝｸﾞﾙｽの部) 新潟:新潟市庭球場 男女S DUNLOP FORT 新潟市ﾃﾆｽ協会:025-245-6322
26 新 J1-1 06/26(土)～06/27(日) 06/19 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権 栃木県予選 栃木:栃木県総合運動公園 男女SD DUNLOP FORT 栃木県ﾃﾆｽ協会:028-652-7015
26 継 J1-1 06/26(土)～06/27(日) 2010ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権 熊本県予選大会 熊本:ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ熊本 男女S DUNLOP FORT 熊本県ﾃﾆｽ協会:096-382-9601

20-30 継 J1-1 05/16(日)～07/19(月) ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大会 山梨県予選会 山梨:小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD 山梨県ﾃﾆｽ協会:055-223-2743
21-23 継 J1-1 05/22(土)～06/06(日) 05/08～16 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権予選会 兼 埼玉県春季ﾃﾆｽ選手権大会 埼玉:大宮第2公園第1ｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 埼玉県ﾃﾆｽ協会:048-823-9339
21-24 継 J1-1 05/23(日)～06/13(日) 第60回 岡山県ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 岡山:浦安ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S 岡山県ﾃﾆｽ協会:086-256-5445
22-23 継 J1-1 05/30(日)～05/31(月) 05/29 第50回岩手県ﾃﾆｽ選手権大会 兼 ﾆｯｹ全日本選手権 岩手県予選 盛岡:盛岡市立太田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男女SD SRIXON 岩手県ﾃﾆｽ協会:019-646-7780
23-25 継 J1-1 06/06(日)～06/20(日) 第59回 茨城県ﾃﾆｽ選手権 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 茨城:笠松運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女D DUNLOP FORT 茨城県ﾃﾆｽ協会:029-248-5528
26 継 J1-1 06/26(土)～06/27(日) 全日本ﾃﾆｽ選手権大会 静岡県代表選手選考大会 兼 国民体育大会静岡県代表選手一次選考大会 静岡:花川運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525

26-27 継 J1-1 06/26(土)～07/04(日) 京都府ﾃﾆｽ選手権大会 京都:小畑川中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
27 継 J1-1 07/03(土)～07/04(日) 06/12～13 第7回大分県ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 兼 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大分県予選大会 大分:ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 大分県ﾃﾆｽ協会:097-558-5090
27 継 J1-1 07/03(土)～07/04(日) 06/26～27 第5回 岩手県民ﾃﾆｽ大会 盛岡:盛岡市立太田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男女SD SRIXON 岩手県ﾃﾆｽ協会:019-646-7780

27-28 継 J1-1 07/03(土)～07/11(日) 06/05～06 石川県ﾃﾆｽ選手権大会 兼 全日本ﾃﾆｽ選手権大会石川県予選 金沢:西部緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 石川県ﾃﾆｽ協会:076-294-3371
27-29 継 J1-1 07/04(日)～07/18(日) 第59回 茨城県ﾃﾆｽ選手権ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 茨城:笠松運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女S DUNLOP FORT 茨城県ﾃﾆｽ協会大会事務局:029-248-5528
28 継 J1-1 07/06(火)～07/11(日) 第35回 札幌ﾃﾆｽ選手権大会 江別:野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 札幌ﾃﾆｽ協会:011-531-5163
28 継 J1-1 07/10(土)～07/11(日) 07/03～04 第85回 全日本ﾃﾆｽ選手権 福岡県予選 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女S DUNLOP FORT 福岡県ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
29 継 J1-1 07/12(月) 07/10～11 第62回 福島県総合体育大会ﾃﾆｽ競技 福島:福島市庭球場 男女SD DUNLOP FORT 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011
33 継 J1-1 08/14(土)～08/15(日) 全日本ﾃﾆｽ選手権大会 北海道予選 札幌:平岡公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
34 継 公J1 08/19(木)～08/22(日) 第16回帯広の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 北海道:帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 帯広ﾃﾆｽ協会:0155-25-6066

34-37 継 J1-1 08/22(日)～09/11(日) 08/21 清水善造杯 群馬県ﾃﾆｽ選手権大会 前橋:群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 男女SD DUNLOP FORT 群馬県ﾃﾆｽ協会:027-223-7800
35-37 継 J1-1 08/29(日)～09/18(土) 第57回 高知県ﾃﾆｽ選手権大会 高知:県営春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 高知県ﾃﾆｽ協会:088-843-7398
37-39 継 J1-1 09/11(土)～09/23(木) 09/04～05 第64回 千葉ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(一般の部) 千葉:千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 男女SD DUNLOP FORT 千葉県ﾃﾆｽ協会:047-497-1425
37 継 J1-1 09/11(土)～09/12(月) 第85回 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大会 新潟県予選会 長岡市営希望が丘テニス場 男女S DUNLOP FORT 中越ﾃﾆｽ協会:0258-27-0175

37-42 継 J1-1 09/11(土)～10/11(月) 第56回 長野県ﾃﾆｽ選手権 松本:信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 長野県ﾃﾆｽ協会:0263-53-7885
38 継 J1-1 09/18(土) 09/05 第48回 島根県ﾃﾆｽ選手権(ｼﾝｸﾞﾙｽ) 兼 第85回ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権島根県予選 島根:松江総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女S 島根県ﾃﾆｽ協会:0852-28-3871
38 継 J1-1 09/18(土)  ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権 青森県予選会 青森:八戸市東運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 青森県ﾃﾆｽ協会:0178-73-3035

38-39 継 J1-1 09/18(土)～09/20(月) 第85回 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権大会 愛知県予選 豊田:柳川瀬公園ｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 愛知県ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
38-40 継 J1-1 09/18(土)～10/03(日) 09/04～12 埼玉県秋季ﾃﾆｽ選手権大会 兼 健民総合体育大会 埼玉:大宮第2公園第1ｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 埼玉県ﾃﾆｽ協会:048-823-9339
39 継 J1-1 09/20(月) 平成22年度 新潟県ﾃﾆｽ選手権大会(ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部) 長岡:長岡市営希望が丘ﾃﾆｽ場 男女D DUNLOP FORT 中越ﾃﾆｽ協会:0258-27-0175
39 継 J1-1 09/20(月) 大阪府民ﾃﾆｽ選手権(ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部)　兼 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大阪予選 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女D 大阪府ﾃﾆｽ協会:06-6459-3783
39 継 J1-1 09/23(木) 09/20 ﾆｯｹ全日本ﾃﾆｽ選手権 徳島県予選 徳島:蔵本運動公園 男女S DUNLOP FORT 徳島県ﾃﾆｽ協会:088-623-7731

39-40 継 J2 09/26(日)～10/03(日) 第26回 福山市長杯 ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ大会 福山:竹ヶ端運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女S BS-XT8 福山市ﾃﾆｽ協会:084-928-5011
40-41 継 J1-1 10/02(土)～10/04(月) 第59回 長崎ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 長崎:長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 男女SD DUNLOP FORT 長崎県ﾃﾆｽ協会:095-821-5509
40 継 J1-1 10/03(土)～10/04(日) 大阪府民ﾃﾆｽ選手権(ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部)　兼 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大阪予選 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女D 大阪府ﾃﾆｽ協会:06-6459-3783
41 継 J1-1 10/09(土)～10/10(日) 10/10 釧路湿原ｵｰﾌﾟﾝ2010 北海道:釧路市民ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女S DUNLOP FORT 釧路市ﾃﾆｽ協会:0154-66-3985

41-42 継 J1-1 10/09(土)・16(土)・17(日) 09/25～26 平成22年度 愛媛県ﾃﾆｽ選手権大会 松山:愛媛県総合運動公園庭球場 他 男女SD 愛媛県ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
44-45 継 J1-1 10/30(土)～11/06(土) 10/16～18 鹿児島県ﾃﾆｽ選手権大会 鹿児島:県立鴨池庭球場 男女SD DUNLOP FORT 鹿児島県ﾃﾆｽ協会:099-222-4969
44-45 継 J1-1 10/31(日)～11/03(水) 第47回 静岡県ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場　 男女D DUNLOP FORT 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
45-46 継 J1-1 11/06(土)～11/09(火) 第33回 愛知県ﾃﾆｽ選手権大会 日進:口論義運動公園ｺｰﾄ 男女SD DUNLOP FORT 愛知県ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
46-47 継 J1-1 11/13(土)～11/21(日) 第80回 県知事杯 広島県ﾃﾆｽ選手権 広島:広島広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女SD 広島県ﾃﾆｽ協会:082-209-5200
48 新 公J1 11/27(土)～11/28(日) 11/23 和歌山ｵｰﾌﾟﾝ2010 和歌山:かわべﾃﾆｽ公園 男女S DUNLOP FORT 和歌山県ﾃﾆｽ協会:073-454-6102
1-2 継 J1-1 平成23年01/02(日)～01/05(水) 第76回西日本正月別大ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 大分:ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女SD DUNLOP FORT 大分県ﾃﾆｽ協会:097-558-5090
1-2 継 J1-1 平成23年01/02(日)～01/06(木) 第62回 静岡ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場　 男女SD DUNLOP FORT 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
11-12 継 J2 平成23年03/13(日)～03/21(日) 第27回 福山市議会議長杯 ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ大会 福山:竹ヶ端運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女S DUNLOP FORT 福山市ﾃﾆｽ協会:084-928-5011

2010年5月22日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）



平成22年(2010年)度 一般大会 ｛全国大会地域予選大会｝　男女
週 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 種目 問合せ先

21 継 05/22(土)～05/23(日) 第61回 北海道都市対抗ﾃﾆｽ大会 旭川:花咲ｽﾎﾟｰﾂ公園 男女団体戦 旭川テニス協会:0166-52-1110
24 継 06/12(土)～06/13(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会(B大会) 北海道予選会 江別:野幌総合運動公園 男女団体戦 札幌テニス協会:011-531-5163
34 継 Ｔ 08/20(金)～08/22(日) 第65回 国体ﾃﾆｽ競技 北海道予選 江別:野幌総合運動公園 成年男女S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
36 継 09/05(日) 第24回 全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(A大会) 北海道予選 札幌:平岡公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 札幌テニス協会:011-531-5163

 

21 継 05/22(土)～05/23(日) 第34回 東北都市対抗ﾃﾆｽ大会 全国予選会 宮城:泉総合運動場ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 東北ﾃﾆｽ協会:0178-73-3123
25 継 06/19(土)～06/20(日) 第31回 東北実業団(B大会)対抗ﾃﾆｽ大会 福島:羽鳥湖高原ﾚｼﾞｰﾅの森 男女団体戦 東北ﾃﾆｽ協会:0178-73-3123
34 継 Ｔ 08/21(土)～08/22(日) 第37回 東北総合体育大会ﾃﾆｽ競技 岩手:盛岡市太田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 県対抗(成年男女) 東北ﾃﾆｽ協会:0178-73-3123
36 継 09/05(日) 第22回 全日本実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東北予選会 福島:郡山TC 男女団体戦 東北ﾃﾆｽ協会:0178-73-3123

　

22 継 05/29(土) 第34回 全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会 北信越予選会 長野:信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 北信越ﾃﾆｽ協会:076-436-5120
25 継 06/19(土)～06/20(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会(B大会) 北信越予選 長野:信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 北信越ﾃﾆｽ協会:076-436-5120
34 継 Ｔ 08/21(土)～08/22(日) 北信越国民体育大会ﾃﾆｽ競技 富山:岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 県対抗(成年男女) 北信越ﾃﾆｽ協会:076-436-5120
36 継 09/04(土)～09/05(日) 全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 北信越予選会 富山:岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 富山県ﾃﾆｽ協会:076-491-1386

20 継 05/08(土) 05/09(日) 全日本都市対抗 関東予選大会 茨城:海浜運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
29 継 07/17(土)～07/18(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 (ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ･ﾃﾆｽ・関東大会) 山梨:小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
34 継 Ｔ 08/21(土)～08/22(日) 第65回 国民体育大会 関東地区大会 群馬:総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ 県対抗(成年男女) 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
36 継 09/03(金)～09/05(日) 第25回 関東実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ 茨城:海浜運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008

19 継 05/22(土) 全国実業団対抗(B)ﾃﾆｽ大会 東海地区予選 三重:桑名市総合運動公園 男女団体戦 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
23 継 06/06(日) 全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会 東海地区予選 三重:桑名市総合運動公園 男女団体戦 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
33 継 Ｔ 08/14(土)～08/15(日) 国民体育大会ﾃﾆｽ競技 東海ﾌﾞﾛｯｸ大会 岐阜:長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 県対抗(成年男女) 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
36 継 09/04(土)～09/05(日) 全国実業団対抗(A)ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 東海地区予選 愛知:豊田ﾌｫﾚｽﾀﾋﾙｽﾞ 男女団体戦 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639

継 予選開催せず 全国都市対抗 近畿地区予選 男女団体戦 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
24 継 06/12(土)～06/13(日) 06/19(土) 全国実業団B大会(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ) 関西予選 大阪:万博ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 男女団体戦 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
34 継 Ｔ 08/20(金)～08/22(日) 国民体育大会 近畿ﾌﾞﾛｯｸ予選 京都:京都西院ｺｰﾄ 県対抗(成年男女) 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
36 継 09/04(土)～09/05(日) 09/11(土) 全国実業団A大会 関西予選 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女団体戦 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015

21 継 05/22(土)～05/23(日) 第34回 全日本都市対抗 中国予選 岡山:備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女団体戦 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
27 継 07/03(土)～07/04(日) 第50回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会 中国予選(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ) 鳥取:ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸﾃﾆｽ場 男女団体戦 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
33 継 Ｔ 08/13(金)～08/15(日) 第65回 国民体育大会ﾃﾆｽ競技 中国ﾌﾞﾛｯｸ予選 鳥取:ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸﾃﾆｽ場 県対抗(成年男女) 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
36 継 09/05(日) 第24回 全国実業団ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 中国四国予選大会 広島:広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807

16 継 04/17(土)～04/18(日) 第34回 全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会 四国予選 徳島: 蔵本総合運動公園 男女団体戦 四国ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
19 継 05/08(土)～05/09(日) 第49回 全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会 四国予選(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ) 香川:総合運動公園 男女団体戦 四国ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
31 継 Ｔ 07/31(土)～08/01(日) 第65回 国民体育大会ﾃﾆｽ競技 第31回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 高知:春野総合運動公園 県対抗(成年男女) 四国ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
36 継 09/05(日)  第24回 全国実業団ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 中国四国予選大会 広島:広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女団体戦 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807

 

22 継 05/29(土)～05/30(日) 第49回 全国実業団ﾃﾆｽ大会 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙﾃﾆｽ九州予選 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女団体戦 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
22 継 05/29(土)～05/30(日) 第34回 全日本都市対抗 九州予選 鹿児島:鴨池緑地庭球場 男女団体戦 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
34 継 Ｔ 08/21(土)～08/22(日) 平成22年度 国民体育大会 九州ﾌﾞﾛｯｸ大会 鹿児島:鴨池緑地庭球場 県対抗(成年男女) 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
36 継 09/04(土)～09/05(日) 第18回 全国実業団ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 九州予選 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女団体戦 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605

平成21年(2009年)度 学生大会  ｛主催・共催｝
新・継 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 種目 問合せ先

35-36 継 共T 08/26(木)～09/05(日) 09/06 平成22年度 全日本学生ﾃﾆｽ選手権大会 東京:有明ﾃﾆｽの森公園 男女SD 全日本学生ﾃﾆｽ連盟:03-5835-5300
43-44 継 共T 10/22(金)～10/27(水) 平成22年度 全日本大学対抗ﾃﾆｽ王座決定試合 岐阜:岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ 男女 大学対抗戦 全日本学生ﾃﾆｽ連盟:03-5835-5300
49-50 継 共T 12/05(日)～12/12(日) 平成22年度 全日本学生室内ﾃﾆｽ選手権大会 大阪:江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女SD 全日本学生ﾃﾆｽ連盟:03-5835-5300

2010年4月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）

北海道

東北
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東海

関西

中国



平成22年(2010年)度 ｼﾞｭﾆｱ大会  ｛主催・共催・管理・地域・公認｝　男女
週 新・続 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 種目 問合せ先

14-15 継 主際 03/30(火)～04/04(日) 03/29 DUNLOP ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 2010 (ITF:G1) 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 SD(国際大会) JTA:03-3481-2321
15 継 主 04/07(水)～04/10(土) ﾄﾖﾀｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 16 S JTA:03-3481-2321
21 継 主 05/20(木)～05/23(日) DUNLOP CUP 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 兼 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ代表選考会 千葉:吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 男女 14/12 S (財)吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ:04-7134-3030
27 継 公際 06/28(月)～07/02(金) ｱｼﾞｱ ATF U-14ｼﾘｰｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ 山梨:Papas Tennis Club若神子 男女 14SD(国際大会) JTA:03-3481-2321
31 継 主 07/28(水)～07/30(金) 第28回 全国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 東京:第一生命相娯園ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S JTA:03-3481-2321

31-32 継 主 07/30(金)～08/06(土) 全国高等学校総合体育大会ﾃﾆｽ競技・第67回全国高等学校対抗ﾃﾆｽ大会・第100回全国高等学校ﾃﾆｽ選手権 沖縄:奥武山総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　漫湖公園市民庭球場 男女 団体SD 全国高校総体 那覇市実行委員会:098-891-3509
32-34 継 主 08/05(木)～08/17(火) ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 '10 supported by NISSHINBO 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 18/16/14/12 SD JTA:03-3481-2321
34 継 主 08/18(水)～08/24(火) 第37回 全国中学生ﾃﾆｽ選手権大会 山口:宇部市中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体,個人戦 SD 全国中学校ﾃﾆｽ連盟:052-721-0161
35 継 公際 08/25(水)～08/29(日) 08/23～24 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 Ⅰ (ITF:G5) 兵庫:三木防災公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 男女 SD(国際大会) 兵庫県ﾃﾆｽ協会:078-974-7787
34 継 主 08/20(金)～08/22(日) 第33回 全国高等専門学校ﾃﾆｽ選手権大会 石川:西部緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体SD 石川工業高等専門学校 学生課内大会事務局:076-288-8033

36 継 公際 09/01(水)～09/05(日) 08/30～31 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2010 Ⅱ (ITF:G5) 兵庫:三木防災公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 男女 SD(国際大会) 兵庫県ﾃﾆｽ協会:078-974-7787
40-41 継 主Ｔ 10/01(金)～10/04(月) 第65回 国民体育大会　ﾃﾆｽ競技 千葉: 都道府県対抗戦 JTA:03-3481-2321
43 継 主際 10/18(月)～10/24(日) 10/17 大阪市長杯 2010 世界ｽｰﾊﾟｰｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会　（ITF:GA) 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 SD(国際大会) 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
43 継 主 10/22(金)～10/24(日) 2010 RSK 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会 岡山:岡山市浦安ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 13 S 岡山県ﾃﾆｽ協会:086-256-5445
45 継 主 11/03(水)～11/07(日) 2010 U-15全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会(第29回 中牟田杯) 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女 15 S 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
3 継 公際 平成23年01/12(水)～01/16(日) 01/10～11 埼玉国際ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ2011( ITF: G4) 埼玉:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 男女 SD ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ:048-295-6000

1月7日 継 主 平成23年02/15（火）～02/17（木） ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ 2011 第31回 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内ﾃﾆｽ選手権大会 大阪:江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 18 S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6337-2711
12-13 継 共 平成23年03/20(日)～03/26(土) 第33回 全国選抜高校ﾃﾆｽ大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場/九州国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 団体,個人 S 全国選抜高校ﾃﾆｽ大会実行委員会事務局:092-715-6071

24 継 地 06/12(土)～06/13(日) 全国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 北海道予選 札幌:手稲稲積公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
25 継 地 06/15(火)～06/17(木) 第50回 北海道高等学校ﾃﾆｽ選手権大会兼全国高校選手権北海道地区予選会 北見：東陵公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦/SD 北海道高体連テニス専門部：0144-33-4141
26 継 地 06/26(土)～06/27(日) 個人 全国中学生ﾃﾆｽ選手権 北海道予選 江別:野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女 SD 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
28 継 地 07/10(日) 団体 全国中学生ﾃﾆｽ選手権 北海道予選 札幌:手稲稲積公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670

29-30 継 地 07/17(土)～07/21(水) 北海道ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 江別:野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 男女 18/16/14/12 SD 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
34 継 地 08/20(金)～08/21(土) 第65回 国民体育大会ﾃﾆｽ競技北海道予選 江別:野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 少年男女 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
37 継 地 09/11(土)～09/12(日) RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 北海道選手選考大会 札幌:ﾓｴﾚ沼公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 13 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670

38-39 継 地 09/18(土)～09/20(月) U-15 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 北海道選手選考大会 札幌:ﾓｴﾚ沼公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 15 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
41 継 地 10/06（水）～10/08（金） 第32回北海道高等学校秋季ﾃﾆｽ大会兼全国選抜高校北海道地区大会 苫小牧：緑ヶ丘公園庭球場 男女 団体戦/SD 北海道高体連テニス専門部：0144-33-4141
47 継 地 11/20(土)～11/21(日) 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内選手権 北海道予選 札幌:宮の沢屋内競技場 男女 17S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
6 継 地 平成23年02/05(土)～02/06(日) 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 光杯 北海道大会 札幌:宮の沢屋内競技場 男女 12/14 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
9 継 地 平成23年02/26(土)～02/27(日) ﾄﾖﾀｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2011 北海道大会 札幌:宮の沢屋内競技場 男女 S 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670

25 継 地 06/19(土)～06/20(日) 第28回 東北小学生ﾃﾆｽ選手権大会 青森:新青森総合運動公園 男女 S 東北ﾃﾆｽ協会:0178-73-3123
26 継 地 06/24(木)～06/27(日) 第51回 東北高校ﾃﾆｽ選手権大会 青森:新青森総合運動公園 男女 団体戦/SD 青森県高体連テニス専門部：017-788-0372

29-30 継 地 07/17(土)～07/20(火) 第32回 東北ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ予選会 岩手:安比高原TC 男女 18/16/14/12 SD 岩手県ﾃﾆｽ協会:019-646-7780
31 継 地 07/26(月)～07/28(水) 第32回 東北中学生ﾃﾆｽ選手権大会 全国予選会 山形:総合運動公園 男女 団体戦/SD 山形県ﾃﾆｽ協会:0238-21-8567
34 継 地 08/21(土)～08/22(日) 第37回 東北総合体育大会ﾃﾆｽ競技 岩手:太田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 県対抗(少年男女) 岩手県ﾃﾆｽ協会:019-646-7780
35 継 地 08/28(土)～08/29(日) 第17回 東北秋季ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 RSK選考会 秋田:県立中央公園 男女 13 S 秋田県ﾃﾆｽ協会:018-863-2940
36 継 地 09/04(土)～09/05(日) 第17回 東北秋季ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 中牟田杯選考会 福島:あづま総合運動公園 男女 15 S 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011
43 継 地 10/22(金)～10/24(日) 第31回 東北選抜高校ﾃﾆｽ選手権大会 全国予選会 宮城:泉総合運動公園庭球場 男女 団体戦 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
45 継 地 11/06(土)～11/07(日) 第23回 東北中学新人ﾃﾆｽ選手権大会 福島:郡山庭球場 男女 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011
46 継 地 11/13(土)～11/14(日) 第30回 東北選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内予選会 宮城:総合運動公園ｸﾞﾗﾝﾃｨ２１ 男女 17S 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
14 継 地 平成23年03/29(火)～03/31(木) 2011 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 東北予選 宮城:泉総合運動公園庭球場 男女 14/12 S 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300

14-15 継 地 04/02(金)～04/05(月) 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 北信越地区予選大会 富山:八尾ゆめの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 14/12 S 富山県ﾃﾆｽ協会(平野雅憲):076-455-9075
22-23 継 地 05/29(土)～05/31(月) 北信越小学生ﾃﾆｽ選手権大会 富山:八尾ゆめの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S 富山県ﾃﾆｽ協会(平野雅憲):076-455-9075
23 継 地 06/05(土)～06/06(日) 個人 北信越中学生ﾃﾆｽ選手権大会(個人戦の部) 兼 全日本中学生北信越地区予選会 新潟:長岡市営希望が丘ﾃﾆｽ場 男女 S 新潟県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会:025-223-3135
25 継 地 06/17(木)～06/20(日) 第44回 北信越高等学校体育大会ﾃﾆｽ競技 石川:金沢西部緑化公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦/SD 北信越高等学校体育大会ﾃﾆｽ事務局:076-437-7188
28 継 地 07/10(土)～07/11(日) 団体 北信越中学生ﾃﾆｽ選手権大会(団体戦の部) 富山:八尾ゆめの森ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦 越中修:076-223-7570
30 継 地 07/21(水)～07/25(日) 14,12歳 北信越ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 兼 U14&U12 石川:西部緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 14/12 SD 石川県ﾃﾆｽ協会事務局:076-294-3371
30 継 地 07/19(月)～07/22(木) 18,16歳 北信越ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 兼 U18&U16 福井:福井市わかばﾃﾆｽｺｰﾄ場 他 男女 18/16 SD 福井県ﾃﾆｽ協会:0776-54-8151
35 継 地 08/28(土)～08/29(日) 日植杯RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会 北信越予選会 新潟:南魚沼市大原運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S 新潟県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会:025-230-3171

39-40 継 地 09/25(土)～09/27(月) U-15全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 北信越地区予選大会 長野:松本市信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S 長野県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会:0263-52-0488
42 継 地 10/16(土)～10/17(日) 第31回 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内ﾃﾆｽ選手権大会 北信越地区予選大会 長野:松本市信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 S 長野県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会:0263-52-0488
41 継 地 10/08(金)～10/10(日) 第33回 全国選抜高等学校ﾃﾆｽ大会 北信越大会 新潟:南魚沼市大原運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦 新潟県高体連ﾃﾆｽ専門部:0258-35-4547

29-30 継 地 07/18(日)～07/23(金) 関東ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 18/16/14/12 SD 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
15-16 継 地 04/10(土)～04/12(月) 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 関東予選大会 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 14/12 S 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
22-23 継 地 05/29(土)～05/31(月) 全国小学生ﾃﾆｽ選手権 関東予選大会 山梨:未定 男女 S 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
36-37 継 地 09/04(土)～09/06(月) RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 関東予選大会 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 13 S 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
38-39 継 地 09/18(土)～09/20(月) 全国選抜ｼﾞｭﾆｱ(中牟田杯) 関東予選大会 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 15 S 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
47-48 継 地 11/20(土)～11/22(月) 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内選手権 関東予選大会 千葉:ｱﾎﾟﾛｺｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 男女 17 S 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008

継 地 未定 関東中学生 （団体戦） 未定 男女 団体戦 未定
継 地 未定 関東中学生 （個人戦） 未定 男女 個人戦 未定
継 地 未定 関東高校 未定 男女 団体戦/SD 未定
継 地 未定 関東選抜高校 未定 男女 団体戦 未定

2010年12月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）

北海道

東北

北信越

関東



平成22年(2010年)度 ｼﾞｭﾆｱ大会  ｛主催・共催・管理・地域・公認｝　男女
週 新・続 開催期日 予選日 大会名称 大会会場 種目 問合せ先

2010年12月10日 更新（加筆・訂正箇所は赤字・黄色地）

19 継 地 05/03(月)～05/05(水) 個人 東海地区中学生ﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 個人戦 東海中学校ﾃﾆｽ連盟(東海中学校気付):052-936-5114

23 継 地 06/05(土)～06/06(日) 全国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 東海地区予選 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 S 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
23 継 地 06/06(日) 団体 東海中学生ﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 団体戦 東海中学校ﾃﾆｽ連盟(東海中学校気付):052-936-5114

25 継 地 06/19(土)～06/20(日) 東海高等学校総合体育大会ﾃﾆｽ競技 未定 男女 団体戦/SD 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
30 継 地 07/19(月)～07/23(金) 東海中日ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ東海地区予選 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 18/16/14/12 SD 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
35 継 地 08/24(火) RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会 東海地区予選 三重:桑名市総合運動公園ｺｰﾄ 男女 13 S 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
35 継 地 08/25(水)～08/26(木) U-15 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ大会 東海地区予選 三重:桑名市総合運動公園ｺｰﾄ 男女 15 S 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
46 継 地 11/13(土)～11/14(日) 東海選抜高等学校ﾃﾆｽ大会 未定 男女 団体戦 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
47 継 地 11/20(土)～11/21(日) 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内ﾃﾆｽ大会 東海地区予選 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 17S 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639

13-14 継 地 平成23年03/27(日)～03/30(水) 東海毎日ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 兼 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 東海地区予選 未定 男女 14/12 S 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639

22 継 地 05/29(土)～05/30(日) 平成22年度 関西小学生ﾃﾆｽ大会 滋賀:長浜ﾄﾞｰﾑ 男女 S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
24 継 地 06/18(金)～06/20(日) 近畿高等学校選抜ﾃﾆｽ大会 滋賀:長浜ﾄﾞｰﾑ 男女 団体戦/SD 各府県高体連ﾃﾆｽ部

29-30 継 地 07/17(土)～07/25(日) 平成22年度 関西ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 18/16/14/12 SD 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
36-37 継 地 09/04(土)・09/11(土) 日植杯RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 関西予選 大阪:ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞｺｽﾊﾟ神崎川 男女 13 S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
36 継 地 09/05(日) U-15 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 関西予選 兵庫:ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ/ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木 男女 15 S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015

37-38 継 地 09/10(金)～09/13(月) 近畿高等学校ﾃﾆｽ大会 和歌山:白浜町立日置川ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 SD 各府県高体連ﾃﾆｽ部
48 継 地 11/27(土)～11/28(日) 第33回全国選抜高校ﾃﾆｽ大会近畿地区大会 大阪:蜻蛉池公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦 各府県高体連ﾃﾆｽ部

51-52 継 地 12/18(土)～12/20(月) 関西ｼﾞｭﾆｱ選抜ﾃﾆｽ選手権大会 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内 2011 予選 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 17S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
7 継 地 平成23年02/12(土)～02/13(日) ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ2011 関西予選 大阪:靱ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 14/12 S 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015

23 継 地 06/05(土)～06/06(日) 第28回全国小学生ﾃﾆｽ選手権 中国予選 鳥取:ｺｶｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸﾃﾆｽ場 男女 S 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807
30 継 地 07/19(月)～07/23(金) 第28回中国ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 兼 全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権中国予選大会 広島:広島広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 18/16/14/12 SD 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807
30 継 地 07/23(金)～07/25(日) 第37回 全国中学生ﾃﾆｽ選手権大会 中国予選 広島:びんご運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦/SD 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807
35 継 地 08/25(水)～08/26(木) 第26回RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 中国予選 松江:松江総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 13 S 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807
35 継 地 08/27(金)～08/28(土) U-15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 中国予選 松江:松江総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 15 S 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807
52 継 地 12/25(土)～12/26(日) 第31回全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内 中国予選大会 岡山:備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 17S 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807

12-13 継 地 平成23年03/20(日)～03/21(月) ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ選手権 兼 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ中国予選 山口:維新百年記念公園ﾃﾆｽ場 男女 14/12 S 中国ﾃﾆｽ協会082-298-3807

18 継 地 05/01(土)～05/02(日) 第27回 四国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 香川:総合運動公園 男女 S 香川県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:安藤):090-3780-1597

18 継 地 05/01(土)～05/02(日) 個人 第27回 四国中学生ﾃﾆｽ選手権大会 高知:春野総合運動公園 男女 SD 高知県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:森岡):090-4332-8575

25 継 地 06/18(金)～06/20(日) 第40回 四国高等学校ﾃﾆｽ選手権大会 徳島:大神子ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 団体戦/SD 徳島県高等体育連盟
30 継 地 07/21（水）～23（金）  第29回 四国ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会U14&U12 愛媛:愛媛県総合運動公園 男女 14/12 SD 高知県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:森岡):090-4332-8575

30 継 地 07/21（水）～23（金） 　 第29回 四国ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会U18&U16 香川:総合運動公園 男女 18/16 SD 徳島県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:東):090-4789-0756

31 継 地 07/29(水) 団体 第27回 四国中学生ﾃﾆｽ選手権大会 高知:春野総合運動公園 男女 団体戦 高知県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:森岡):090-4332-8575

35 継 地 08/28(土)～08/29(日) 2010 RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 四国地域予選 愛媛:かわのえﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 13 S 愛媛県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:西村):070-5672-2355

36 継 地 09/04(土)～09/05(日) U-15 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会(第29回 中牟田杯) 四国地域予選 愛媛:かわのえﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 15 S 香川県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:安藤):090-3780-1597

47 継 地 11/19(金)～11/21(日) 第33回 全国高校選抜ﾃﾆｽ選手権大会 四国地域予選 徳島:大神子ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 男女 団体 徳島県高等体育連盟
48 継 地 11/27(土)～11/28(日) 第30回 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内ﾃﾆｽ選手権大会 四国地域予選 高知:春野総合運動公園 男女 17S 高知県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:森岡):090-4332-8575

12 継 地 平成22年03/20(土)～03/21(日) 2010 全国選抜ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 四国地域予選 香川:総合運動公園 男女 14/12 SD 香川県ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱ委員会(担当:安藤):090-3780-1597

19 継 地 05/03(月)～05/05(水) 全国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 九州地域予選大会 大分:大分ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
25-26 継 地 06/19(土)～06/21(月) 第45回 全九州高等学校ﾃﾆｽ競技大会 長崎:長崎市営かきどまり庭球場 男女 団体戦/SD 九州高等学校体育連盟:092-541-4820
30 継 地 07/21(水)～07/24(土) 第37回 九州ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 宮崎:宮崎県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 18/16/14/12 SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605

31-32 継 地 08/01(日)～08/03(火) 第36回 全九州中学生ﾃﾆｽ選手権大会 熊本:熊本県民総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 男女 団体戦/SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
35 継 地 08/24(火)～08/27(金) 第64回 九州毎日少年少女ﾃﾆｽ選手権(RSK杯全国選抜ｼﾞｭﾆｱ九州予選) 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女 13 SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605

35-36 継 地 08/28(土)～08/31(火) 第64回 九州毎日少年少女ﾃﾆｽ選手権(U-15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ九州予選) 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女 15 SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
43 継 地 10/23(土)～10/24(日) 第31回 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内ﾃﾆｽ選手権大会 九州地区予選大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 男女 17S 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605

47-48 継 地 11/20(土)～11/22(月) 第33回 全国選抜高校ﾃﾆｽ 九州地区大会 佐賀:佐賀県総合運動公園庭球場 男女 団体 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
7 継 地 平成23年02/11(金)～02/13(日) 2011 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｶｯﾌﾟ全国選抜ｼﾞｭﾆｱ選手権 兼 ﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ 九州地域予選 沖縄:奥武山庭球場 男女 14/12 SD 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605

四国

九州

東海

関西

中国



平成22年(2010年) ﾍﾞﾃﾗﾝ大会  ｛主催・共催・公認・JOP-A～D2/E/F～H｝ 
新・継 開催期日 大会名称 大会会場 問合せ先

継 D1 VJ 04/08(木)～04/25(日) 第46回 東京ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 by DUNLOPベテランの部 東京:有明ﾃﾆｽの森公園/昭和の森テニスセンター 東京都ﾃﾆｽ協会:03-5327-2733
継 D2 VJ 04/10(土)～04/18(日) 第64回 九州毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
継 C2 VJ 04/19(月)～04/27(火） 第63回 東海毎日ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
継 D2 VJ 05/10(月)～05/16(日) 第6回 ﾖﾈｯｸｽ杯 東日本ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 宮城:仙台市泉総合運動場庭球場/ｼｪﾙｺﾑせんだい ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-460１
継 C1 VJ 05/15(土)～05/23(日) 第85回 毎日ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会(ﾍﾞﾃﾗﾝの部)(大阪毎日) 兵庫:薬業鳴尾浜ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ/甲子園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ/芦屋国際ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ/神戸総合運動公園 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
継 B2 VJ 05/24(月)～06/06(日) 第84回 関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会 ﾍﾞﾃﾗﾝの部 東京:有明テニスの森公園　他 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
継 C2 VJ 06/05(土)～06/13(日) 第84回 九州ﾃﾆｽ選手権 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 九州ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
継 公C1 VJ 06/07(月)～08/03(火) ブリヂストンオープン２０１０　第89回毎日テニス選手権(東京毎日) 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 毎日新聞:03-3212-0807
継 D2 VJ 06/14(月)～06/20(日) 第39回 北海道毎日ﾃﾆｽ選手権大会 北海道:千歳市青葉公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 他 千歳ﾃﾆｽ協会:0123-38-1711
継 D2 VJ 06/28(月)～07/06(火) 第79回 東海中日ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東海ﾃﾆｽ協会:052-751-0639
継 B2 VJ 07/26(月)～08/1(日)　08/23(月)～08/29(日) 第86回 関西ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 兵庫:薬業鳴尾浜ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ/甲子園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ/芦屋国際ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ/神戸総合運動公園 関西ﾃﾆｽ協会:06-6447-5015
継 D1 VJ 07/28(水)～08/04(水) 第59回 北信越ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 松本:松本市浅間温泉庭球公園 長野県ﾃﾆｽ協会IT企画委員会:0263-98-3279
継 D1 VJ 08/02(水)～08/06(金) 第59回 四国ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 愛媛:松山市中央公園テニスコート 四国ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
継 D1 VJ 08/03(火)～08/08(日) 第63回 北海道ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 江別:北海道立野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
継 D１ VJ 08/09(月)～08/15(日) 第25回 東北ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 秋田:秋田県立中央公園テニスコート(予定) ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4602
継 D1 VJ 08/16(月)～08/22(日) 第64回 中国ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 山口:周单市キリンビバレッジ庭球場 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
継 共SM VJ 09/18(土)～09/20(月) 日本スポーツマスターズ2010三重大会 三重:三重県営スポーツガーデン庭球場 JTA:03-3481-2321
継 主A VJ 10/05(火)～10/15(金) 第72回 ﾃｲｼﾞﾝ全日本ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ JTA:03-3481-2321
継 主 10/09(土)～10/11(月) 第23回 全国健康福祉祭石川大会　ねんりんピック石川2010 石川:金沢市営城北市民テニスコート・石川県西部緑地公園テニスコート 金沢市福祉健康局　長寿福祉課内　ねんりんピック準備室:076-220-2781
継 主 10/16(土)～10/19(火) 第23回 全国ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭 ｽﾎﾟﾚｸ富山 2010 富山市:岩瀬スポーツ公園テニスコート 富山県ﾃﾆｽ協会:076-491-1386
継 主B１ VJ 11/01(月)～11/17(水) 第34回 全日本ｸﾞﾗｽｺｰﾄﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 佐賀:ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 全日本ｸﾞﾗｽｺｰﾄ事務局:0952-98-1832
継 公 11/29(月)～12/02(木) 第84回 関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権大会ﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽの部(第9回) 埼玉:新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 関東ﾃﾆｽ協会:03-3374-3008
新 D2 VJ 平成23年3/8(火)～3/13(日) 第１回　山陽ベテランオープンテニス選手権大会 岡山:浦安総合公園テニスコート 中国ﾃﾆｽ協会:082-298-3807
継 E2 VJ 03/06(土)～04/19(日)　土日開催 埼玉県春季ﾃﾆｽ選手権大会 埼玉:大宮第二公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 埼玉県ﾃﾆｽ協会:048-823-9339
継 E1 VJ 04/10(土)・04/11(日)・04/17(土)・04/18(日) 平成22宮城県春季ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 宮城:宮城県総合運動公園G21 ﾃﾆｽｺｰﾄ 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
継 E2 VJ 04/17(土)～05/08(土) 富山県春季ﾃﾆｽ選手権大会 富山:岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 富山県ﾃﾆｽ協会:076-491-1386
継 E2 VJ 04/18(日),05/05(水),05/08(土) 栃木県春季ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 宇都宮:宇都宮市屋板運動場ﾃﾆｽｺｰﾄ/栃木県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 栃木県ﾃﾆｽ協会:028-652-7015
継 E2 VJ 04/24(土)～05/03(月) 第59回神奈川県ﾃﾆｽ選手権大会 神奈川:小田原市小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 神奈川県ﾃﾆｽ協会:045-511-0665
継 E1 VJ 05/02(日)～05/04(火) 第46回 静岡県ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
継 E2 VJ 05/02(日)～05/22(土) 平成22年度 第60回 岡山県ﾃﾆｽ選手権(ダブルス) 岡山:浦安総合公園テニスコート 岡山県ﾃﾆｽ協会:086-256-5445
継 E2 VJ 05/02(日)・05/03(日) 徳島ﾍﾞﾃﾗﾝ選手権 徳島:蔵本運動公園 小谷卓宏:088-665-0120（徳島県ﾃﾆｽ協会）
継 E2 VJ 05/03(月)～05/05(水) 全日本テニス選手権　宮崎県予選　大会（ベテランの部） 宮崎:宮崎県総合運動公園 宮崎県ﾃﾆｽ協会:0985-21-1322
継 E1 VJ 05/03(月)～05/05(水) 第43回 佐賀県ﾃﾆｽ選手権大会（ベテランの部） 佐賀:佐賀県総合運動場庭球場 佐賀県ﾃﾆｽ協会:0952-98-2777
継 E1 VJ 05/08(土)～05/30(日) 第12回 群馬県春季ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ大会 群馬:群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ/渋川市総合公園 群馬県ﾃﾆｽ協会:0279-22-2663
継 E2 VJ 05/16(日)～07/19(祭) 全日本ﾃﾆｽ選手権大会 山梨県予選会大会ﾍﾞﾃﾗﾝの部 山梨:小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽ場 山梨県ﾃﾆｽ協会:055-223-2743
継 E1 VJ 05/17(月)～05/23(日) 軽井沢町ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ大会 軽井沢町:風越公園屋外ﾃﾆｽｺｰﾄ ビックKﾃﾆｽ:03-3928-1112
継 E2 VJ 05/20(木)～05/23(日) CRCｶｯﾌﾟ 第14回 福岡県ﾃﾆｽ選手権（ベテランの部） 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 福岡県ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
継 E2 VJ 08/09(月)～08/15(日) 平成22年度 第60回 岡山県ﾃﾆｽ選手権(シングルス) 岡山:浦安テニスコート 岡山県ﾃﾆｽ協会:086-256-5445
継 E2 VJ 05/29(土)～05/30(日) 石川県年齢別ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 兼 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞﾃﾆｽ競技選手選考会 河北郡:津幡町運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 石川県ﾃﾆｽ協会:076-294-3371
継 E1 VJ 06/10(木)～06/13(日) 第26回 北・北海道ﾃﾆｽ選手権大会 旭川:旭川市花咲ﾃﾆｽｺｰﾄ 旭川ﾃﾆｽ協会:0166-52-1110
継 E1 VJ 06/12(土)～06/13(日) 第31回 岩手県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 兼 第28回 ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2010ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｶｯﾌﾟ) 岩手:未定 岩手県ﾃﾆｽ協会:019-646-7780
継 E1 VJ 06/13(土)～06/19(金) 草津ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ大会 群馬:草津ナウリゾートホテル ビックKﾃﾆｽ:03-3928-1112
新 E1 VJ 06/14(月)～06/16(水) 2010琵琶湖オープンベテランテニス大会（６月） 彦根市:滋賀県立彦根総合運動場 ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656
新 E1 VJ 06/14(月)～06/20(日) ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｶｯﾌﾟ神奈川ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ2010 神奈川:小田原市小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ㈱SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656
継 E1 VJ 06/19(土)～07/25(日) 土日開催 第43回 千葉県テニス選手権大会(ﾍﾞﾃﾗﾝ大会) 千葉:千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 千葉県ﾃﾆｽ協会:047-497-1425
継 E2 VJ 06/19(土)～06/20(日) 平成22年度 新潟県ﾃﾆｽ選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 新潟:新潟市庭球場 新潟県ﾃﾆｽ協会:025-245-6322
継 E2 VJ 06/19(土)～07/19(祭) 平成22年度 香川県ﾃﾆｽ選手権ﾍﾞﾃﾗﾝ大会 高松:香川県営総合運動公園ﾃﾆｽ場 香川県ﾃﾆｽ協会:087-861-3643
継 E2 VJ 07/03(土),04(日),07/17(土),18(日) 愛媛県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 愛媛:松山市空港東第4公園ﾃﾆｽｺｰﾄ他 愛媛県ﾃﾆｽ協会:089-947-7040
継 E1 VJ 07/06(水)～07/11(日) 第35回 札幌ﾃﾆｽ選手権大会 江別:北海道立野幌総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 札幌市ﾃﾆｽ協会:011-531-5163
継 E1 VJ 07/09(金)～07/12(月) 第9回 福岡ﾍﾞﾃﾗﾝｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ大会 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 福岡県ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
継 E2 VJ 07/10(土)～07/11(日) 福島県総合体育大会ﾃﾆｽ競技 2010(ﾍﾞﾃﾗﾝ大会) 福島:福島市庭球場 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011
継 E1 VJ 07/11(日）～07/24(土) 平成22年度 三重県夏季ﾃﾆｽ選手権大会 鈴鹿:三重県営鈴鹿ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ庭球場 三重県ﾃﾆｽ協会:059-333-7109（山本直樹）
継 E1 VJ 07/18(日)～07/21(水)、07/22(木)～07/25(日) 第48回 北海道ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 小樽市:小樽入船公園ﾃﾆｽｺｰﾄ他 小樽ﾃﾆｽ協会:0134-54-5318
継 E1 VJ 08/07(土)・08（日）・14（土） 宮城県ｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 宮城:宮城県総合運動場G21 ﾃﾆｽｺｰﾄ 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
継 E1 VJ 08/19(木)～08/22(日) 第16回 帯広の森ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 帯広:帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 帯広ﾃﾆｽ協会:0155-25-6066
新 E1 VJ 08/28(土)～08/31(火) 福島県ベテランテニス選手権大会 福島:羽鳥湖高原レジーナの森 福島県ﾃﾆｽ協会:0242-26-9011
継 E2 VJ 09/11（日）・12(土)18(土) 宮城県テニス選手権大会（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 宮城:宮城県総合運動公園G21 ﾃﾆｽｺｰﾄ 宮城県ﾃﾆｽ協会:022-292-1300
継 E2 VJ 09/12(日)～09/26(日) 清水善造杯 第49回 群馬県ﾃﾆｽ選手権大会 前橋:群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 群馬県ﾃﾆｽ協会「県テニス選手権係」:027-223-7800
継 E2 VJ 09/18(土)～10/11(月) 第56回 長野県ﾃﾆｽ選手権 松本:信州ｽｶｲﾊﾟｰｸﾃﾆｽｺｰﾄ 長野県ﾃﾆｽ協会:0263-57-2012（木下悟志）
継 E2 VJ 10/02(土)～10/31(日) 平成22年度 第9回 茨城県ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 ﾍﾞﾃﾗﾝの部 那珂:笠松運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ、県西総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 小池典夫:0294-21-2704（茨城県ﾃﾆｽ協会）
継 E2 VJ 10/10(日)～10/11(月) 平成22年度 新潟県ﾃﾆｽ選手権大会 ﾀﾞﾌﾞﾙｽの部 新潟:長岡市営希望が丘ﾃﾆｽ場 中越地区ﾃﾆｽ協会:0258-27-0175
継 E1 VJ 10/15(金)～10/18(月) 2010福岡ﾍﾞﾃﾗﾝｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場 福岡県ﾃﾆｽ協会:092-722-1605
継 E2 VJ 10/16(土)～11/07(日) 埼玉県ﾍﾞﾃﾗﾝ秋季ﾃﾆｽ選手権大会 さいたま:大宮公園第２公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 埼玉県ﾃﾆｽ協会:048-823-9339
新 E1 VJ 10/18(月)～10/25（月) 軽井沢国際ベテランテニストーナメント 長野:軽井沢国際ベテランテニストーナメント 軽井沢国際ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ実行委員会:0267-42-2170
継 E1 VJ 10/23(土)～10/26（火) 平成22年度 鹿児島県ﾃﾆｽ選手権大会 鹿児島:鹿児島県立鴨池庭球場 鹿児島県ﾃﾆｽ協会:099-222-4969
継 E1 VJ 10/31(日)～11/03(水) 第47回 静岡県ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
継 E2 VJ 11/08(月)～11/15(月) 第4回 東京都ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東京都ﾃﾆｽ協会:03-5327-2733
継 E1 VJ 11/15(月)～11/22(月) 第10回 大阪ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 (2009 ｷﾞﾝﾅﾝｶｯﾌﾟ) 大阪:マリンテニスパーク北村 大阪府ﾃﾆｽ協会:06-6459-3783
継 E1 VJ 11/21(土)～11/23(火) 赤川杯 山口県ﾃﾆｽ選手権大会 山口:維新百年記念公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 山口県ﾃﾆｽ協会:083-973-6362
継 E1 VJ 11/28(日)～12/26(日) 第64回 千葉ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 千葉:千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 千葉県ﾃﾆｽ協会:047-497-1425
継 E1 VJ 12/01(木)～12/05(日) ﾖﾈｯｸｽｼﾆｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ・ｲﾝ 京都 京都:京都市西院公園テニスコート 京都府ﾃﾆｽ協会:075-326-3745
継 E1 VJ 平成23年01/02(日)～01/05(水) 第76回西日本正月別大ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 大分:大分ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ,大分市営駄ノ原ﾃﾆｽｺｰﾄ,別府市営公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 首藤千鶴:097-558-5090（大分県ﾃﾆｽ協会）
継 E1 VJ 平成23年01/02(日)～01/06(木) 第62回 静岡ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾆｽ選手権大会 静岡:草薙総合運動場庭球場 静岡県ﾃﾆｽ協会:054-254-2525
継 E1 VJ 平成23年01/06(木)～01/16(日) 2011和歌山県ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 和歌山:紀三井寺公園庭球場 和歌山県ﾃﾆｽ協会:073-454-4755
継 E1 VJ 平成23年02/10(木)～02/13(日) 第26回 北海道ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 旭川:旭川市総合体育館/鷹栖町総合体育館 旭川ﾃﾆｽ協会:0166-52-1110
継 E1 VJ 平成23年02/19(土)～02/27(日) 2011第5回 兵庫ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝ室内ﾃﾆｽ選手権大会 三木:三木総合防災公園屋内テニス場（ビーンズドーム） 兵庫県ﾃﾆｽ協会:078-974-7787
継 E1 VJ 平成23年3/1(火)～3/13(日) 第2回大和まほろばオープンベテランテニス選手権大会(旧奈良ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会) 奈良:奈良県営橿原公苑明日香庭球場 奈良県ﾃﾆｽ協会:0774-73-0082
継 E1 VJ 平成23年03/04(金)～03/06(日),03/17(木)～03/20(日) 第41回 北海道室内ﾃﾆｽ選手権大会 千歳:千歳市スポーツセンター・サンビレッジ石狩・宮の沢屋内競技場 北海道ﾃﾆｽ協会:011-820-1670
継 E1 VJ 平成23年03/11(金)～03/15（火） 第6回 沖縄県ｵｰﾌﾟﾝ国際ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 沖縄:県立奥武山庭球場 沖縄県ﾃﾆｽ協会:098-858-9120
継 E2 VJ 平成23年03/13(日) 第10回 高知県壮年ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 高知:高知県営春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 高知県ﾃﾆｽ協会:088-843-7398
継 E2 VJ 平成23年03/13(日)・03/20(日)・03/21(祝) 第35回 岐阜県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 岐阜:岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ 岐阜県ﾃﾆｽ協会:058-262-5926
継 E1 VJ 平成23年03/17(木)～03/20(日) 徳島テニス選手権大会　ベテランの部 徳島:蔵本運動公園 小谷卓宏:088-665-0120（徳島県ﾃﾆｽ協会）
継 E2 VJ 平成23年03/19(土)～04/03(日) 平成23年度第20回 茨城県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 那珂:笠松運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ、県西総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 小池典夫:0294-21-2704（茨城県ﾃﾆｽ協会）

黄色・赤文字は配布したカレンダーからの変更箇所になります（H22.4.30現在）



継 G VJ 04/?(?)～6/?(?) 第55回 川崎市民ﾃﾆｽ選手権大会 川崎:川崎市営富士見ﾃﾆｽｺｰﾄ/川崎市営等々力ﾃﾆｽｺｰﾄ 川崎市ﾃﾆｽ協会:044-266-8528
継 G VJ 04/02(金)～04/09(金) 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園① 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 F VJ 04/03(土)～04/18(日) 第29回京都市ﾃﾆｽ選手権大会 京都市:西院公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 京都市ﾃﾆｽ協会（駒田晋吾）:075-781-0238
継 F VJ 04/03(土)～04/11(日) 第56回中原杯山口ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 山口:維新百年記念公園テニスコート 山口市ﾃﾆｽ協会:083-927-3608
継 G VJ 04/12(月)～04/25(日) ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 春 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 大磯町:大磯プリンスホテル フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 04/19(月)～04/24(土) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（4月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 04/22(水)～04/24(土) 2010 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(4月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 04/26(火)～04/30(金) 京王ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(4月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 05/06(木)～05/07(金) 2010 山梨北杜ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（5月） 須玉町:Papas Tennis Club 須玉 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 05/10(月)～05/14(金) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（5月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 05/13(木)～05/15(土) 2010 ﾅｽﾊﾟｶｯﾌﾟ宮城ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ（5月） 名取:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 05/29(土)～06/02(水) ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 夏 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 大磯町:大磯プリンスホテル フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 06/09(水)～06/12(土) 2010 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 06/14(月)～06/18(金) 京王ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 06/24(木)～06/26(土) 2010 ﾅｽﾊﾟｶｯﾌﾟ宮城ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ（6月） 名取:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 08/09(月)～08/15(日) ﾌｪﾆｯｸｽ箱根ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 春 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 箱根町:箱根湖畔ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 06/28(月)～07/02(金) 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園② 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 07/05(月)～07/09(金) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（7月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 07/10(土)～07/12(月) 2010 山梨北杜ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（7月） 須玉町:Papas Tennis Club 須玉 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 07/10(土)～07/12(月) ﾌｪﾆｯｸｽ横浜・杉田ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 夏 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 横浜市:杉田ゴルフ場テニスコート フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
新 G VJ 07/12(月)～07/16(金) 2010 Will Sports 柏ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 柏市:富勢運動場テニスコート Will Sports株式会社:03-6427-3900
継 H VJ 07/19(月)～07/23(金) 第35回 京王ｻﾝﾄﾘｰｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾍﾞﾃﾗﾝの部 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 赤城ﾃﾆｽ企画㈱:042-487-5189
新 G VJ 07/22(木)～07/24(土) 2010 ﾅｽﾊﾟｶｯﾌﾟ宮城ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ（7月） 名取:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 08/?(?)～10/?(?)　未定 第55回 川崎市民総合体育大会ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 川崎:川崎市営富士見ﾃﾆｽｺｰﾄ/川崎市営等々力ﾃﾆｽｺｰﾄ 川崎市ﾃﾆｽ協会:044-266-8528
新 G VJ 08/09(月)～08/13(金) 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　川崎マリエン① 川崎:川崎マリエンテニスコート SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
継 G VJ 08/12(土)～08/13(金) ﾌｪﾆｯｸｽ横浜・杉田ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ お盆休み 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 横浜市:杉田ゴルフ場テニスコート フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 08/25(水)～08/28(土) 2010 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(8月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 08/26(木)～08/28(土) 2010 山梨北杜ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（8月） 須玉町:Papas Tennis Club 須玉 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 09/06(月)～09/10(金) 京王ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(9月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 F VJ 09/11(土),10/9(土) 下野新聞社杯 栃木県秋季ﾍﾞﾃﾗﾝｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権 宇都宮:宇都宮市屋板運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ/真岡市井頭運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 栃木県ﾃﾆｽ協会:（事務局028-652-7015）
新 G VJ 09/13(月)～09/22(木) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（9月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 F VJ 09/18(土)～20(日),23(木) 神戸ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 神戸市:神戸ローンテニスクラブ 神戸市ﾃﾆｽ協会:078-261-3558
継 G VJ 09/27(月)～10/01(金) 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園③ 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 10/04(月)～10/08(金) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（10月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 10/14(木)～10/16(土) 2010 ﾅｽﾊﾟｶｯﾌﾟ宮城ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(10月) 名取:ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 10/20(水)～10/23(土) 2010 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(10月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 10/25(月)～10/29(金) 京王ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(10月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 H VJ 11/01(月)～11/05(金) 秩父オープンベテランテニストーナメント１１月 秩父:秩父ミューズパーク Will Sports株式会社:03-6427-3900
継 G VJ 11/06(土)～11/10(水) ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 秋 2010(ﾍﾞﾃﾗﾝの部) 大磯町:大磯プリンスホテル フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 11/15(月)～11/19(金) 2010 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園④ 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 11/22(月)～11/26(金) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（11月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 11/24(水)～11/27(土) 2010 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(11月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 12/04(土)～12/11(土) 昭和の森ｽﾏｯｼｭ・ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ①2009 東京:昭和の森テニスセンター 昭和の森テニスセンター＆スマッシュ：（昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ:042-543-2101）
継 H VJ 12/13(月)～12/28(火) 第34回京王ウィンターテニストーナメント　ベテランの部 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 赤城ﾃﾆｽ企画㈱:042-487-5189
新 G VJ 12/17(金)～12/19(日) 2010 山梨北杜ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（12月） 須玉町:Papas Tennis Club 須玉 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 12/20(月)～12/24(金) 2010 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(12月) 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 12/29(水)～12/30(木) ﾌｪﾆｯｸｽ横浜・杉田ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ 冬 2010（ﾍﾞﾃﾗﾝの部） 横浜市:杉田ゴルフ場テニスコート フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 平成23年01/17(月)～01/21(金) 2011 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（1月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 平成23年01/24(月)～01/28(金) 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園⑤ 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 平成23年01/31(月)～02/04(金) 2011 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（2月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

継 G VJ 平成23年02/02(水)～02/05(土) 2011 ｼｰｻｲﾄﾞﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2月) 大阪:ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ舞洲 SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 F VJ 平成23年02/05(土)～02/27(日) さいたま市選手権（ﾍﾞﾃﾗﾝ） 埼玉:天沼ﾃﾆｽ公園 さいたま市ﾃﾆｽ協会:048-643-5865
継 G VJ 平成23年02/07(月)～02/11(金) 京王ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2月) 東京:京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 平成23年02/14(月)～02/18(金) 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　川崎マリエン② 川崎:川崎マリエンテニスコート SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601
継 G VJ 平成23年02/21(月)～02/27(日) ﾌｪﾆｯｸｽ大磯ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ2月　2011 大磯町:大磯プリンスホテル フェニックススポーツ＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4656）
継 G VJ 平成23年02/26(土)～03/05(土) 昭和の森ｽﾏｯｼｭ・ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ②2011 東京:昭和の森テニスセンター 昭和の森テニスセンター＆スマッシュ：（昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ:042-543-2101）
継 G VJ 平成23年03/14(月)～03/18(土) 2011 昭和の森ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（3月） 東京:昭和の森テニスセンター SPORTS SUNRISE.COM＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

新 G VJ 平成23年03/22(火)～03/28(月) 2011 Masaｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　小金井公園⑥ 小金井市:小金井公園ﾃﾆｽｺｰﾄ マサスポーツシステム＆スマッシュ：（SPORTS SUNRISE.COM:042-580-4601）

「大会は日程・会場が変更する場合がありますので、詳細は問合せ先にご確認下さいますようお願い申し上げます。」



開催期日 大会名称 大会会場 種目 問合せ先
平成22年(2010年)度 国際大会  

海 05/23（日）～06/06（日） FRENCH OPEN
フランス：パリ 男SD

女SD
ジュニア
混合

Federaition of French Tennis(ﾌﾗﾝｽﾃﾆｽ協会)

ローランギャロス http://www.rolandgarros.org

男SD
女SD
ジュニア
混合

All England Lawn Tennis Club(ｵｰﾙｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

オールイングランドテニスクラブ http://www.wimbledon.com

海 06/21（月）～07/04（日） THE CHAMPIONSHIPS 
イギリス：ロンドン

男SD
女SD
ジュニア
混合

USTA(ｱﾒﾘｶﾃﾆｽ協会)

ビリージーキングナショナルテニスセンター http://www.usopen.org

海 08/30（月）～09/12（日） US OPEN CHAMPIONSHIPS
アメリカ：ニューヨーク

女SD

SONY Ericsson WTA TOUR

http://www.wtatour.com

海 10/25（月）～10/31（日） WTA　TOUR　CHAMPIONSHIPS
カタール：ドーハ

海 平成23年01/17(月)～01/30(日) AUSTRALIAN OPEN
オーストラリア：メルボルン

海 11/21（日）～11/28（日） TENNIS　MASTERS　CUP
イギリス：ロンドン ATP　TOUR/国際ﾃﾆｽ連盟(ITF)

http://atptour.com

男SD
女SD
ジュニア
混合

Tennis Australia(ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾃﾆｽ協会)

http://www.australianopen.com

男SD

http://www.rolandgarros.org/
http://www.wimbledon.com/
http://www.usopen.org/
http://www.wtatour.com/
http://atptour.com/
http://www.australianopen.com/

