
2017年度　学生大会
大会週 予選日程 本戦日程 大会名称 大会会場 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先

確認中 平成29年度全日本学生テニス選手権大会 確認中 男女SD ブリヂストン-XT8 全日本学生テニス連盟 03-5577-4940

確認中 平成29年度全日本大学対抗テニス王座決定試合 確認中 男女団体SD DUNLOP FORT 全日本学生テニス連盟 03-5577-4940

確認中 平成29年度全日本学生室内テニス選手権大会 確認中 男女SD DUNLOP FORT 全日本学生テニス連盟 03-5577-4940

大会週 予選日程 本戦日程 大会名称 大会会場 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先
01月09日(月)～01月10日(火) 01月11日(水)～01月15日(日) ITF 埼玉国際ジュニアテニス2017 埼玉：グリーンテニスプラザ 男女SD SRIXON グリーンテニスプラザ 048-295-6000
06月24日(月)～06月25日(日) 06月26日(月)～06月30日(金) ATF 山梨北杜国際ジュニアテニストーナメント/ATF U14 山梨：Hotel&Tennis Resort Club Verde 男女SD
07月01日(土)～07月02日(日) 07月03日(月)～07月07日(金) ATF　14/U　須玉国際ジュニアテニストーナメント2017（第12回） 山梨：Hotel&Tennis Resort Club Verde 男女SD 一般社団法人 国際テニスコミッション　　（旧；山梨・国際大会開催委員会） 055-222-0040
08月28日(月)～08月29日(火) 08月30日(水)～09月03日(日) ITF 兵庫国際ジュニアテニストーナメント 2017 Ⅰ 兵庫：三木防災公園テニスコート ブルボンビーンズドーム 男女SD 兵庫県テニス協会 078-974-7787
09月04日(月)～09月05日(火) 09月06日(水)～09月10日(日) ITF 兵庫国際ジュニアテニストーナメント 2017 Ⅱ 兵庫：三木防災公園テニスコート ブルボンビーンズドーム 男女SD 兵庫県テニス協会 078-974-7787

10月14日(土)～10月15日(日) 10月16日(月)～10月22日(日) 大阪市長杯 2017 世界スーパージュニアテニス選手権大会 大阪：靱テニスセンター 男女SD 関西テニス協会 06-6447-5015

10月22日(日)～10月23日(月) 10月24日(火)～10月29日(日) DUNLOP SRIXONジャパンオープンジュニアテニス選手権大会 2017 愛知：東山公園テニスセンター 男女SD SRIXON JTA 03-3481-2321

11月04日(土)～11月05日(日) 11月06日(月)～11月10日(金) ATF BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR 2017 ATF Week1 山梨：Hotel&Tennis Resort Club Verde 男女SD SPORTS SUNRISE.COM 042-580-4601

11月11日(土)～11月12日(日) 11月13日(月)～11月17日(金) ATF BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR 2017 ATF Week2 山梨：Hotel&Tennis Resort Club Verde 男女14SD 未定 SPORTS SUNRISE.COM 042-580-4601

11月18日(土)～11月19日(日) 11月20日(月)～11月25日(金) ATF Asia Junior Grass Tennis Championships in Saga 2017 佐賀：グラスコート佐賀テニスクラブ 男女SD グラスコート　ジュニアテニス実行員会 0952-98-2241

11月27日(月)～11月28日(火) 11月29日(水)～12月03日(日) ITF BRIDGESTONE TECNIFIBRE TOUR 2017 山梨：Hotel&Tennis Resort Club Verde 男女SD SPORTS SUNRISE.COM 042-580-4601

2017年度　ジュニア大会
大会週 予選日程 本戦日程 大会名称 大会会場 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先

04月04日(火)～04月08日(土) MUFGジュニアテニストーナメント 2017 愛知：東山公園テニスセンター 男女16S SRIXON JTA 03-3481-2321

05月18日(木)～05月21日(日) DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 
ワールドジュニア代表選考会 千葉：吉田記念テニス研修センター 男女14/12S (公財)吉田記念テニス研修センター 04-7134-3030

07月28日(金)～07月30日(日) 第35回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 東京：第一生命相娯園グラウンドテニスコート 男女S JTA 03-3481-2321

08月01日(火)～08月08日(火)
全国高等学校総合体育大会テニス競技

第74回全国高等学校対抗テニス大会

第107回全国高等学校テニス選手権

福島：会津総合運動公園テニスコート 男女団体SD 全国高校総体 大会実行委員会 03-5990-5752

08月08日(火)～08月17日(木) DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 '17 supported by NISSHINBO 大阪：靱テニスセンター/江坂テニスセンター 男女18/16/14/12 SD SRIXON JTA 03-3481-2321

08月18日(金)～08月24日(木) 第44回 全国中学生テニス選手権大会 沖縄：沖縄県総合運動公園 男女団体、個人戦SD SRIXON JTA 03-3481-2321

08月23日(水)～08月25日(金) 第40回全国高等専門学校テニス選手権大会 千葉：確認中 男女団体、個人戦SD DUNLOP FORT 岐阜工業高等専門学校

全国高等専門学校体育大会テニス競技事務局
058-320-1254

10月13日(金)～10月15日(日) 2017 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 岡山：岡山市浦安テニスコート 男女13S SRIXON 岡山県テニス協会 086-256-5445

10月31日(火)～11月05日(日) 2017 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第36回 中牟田杯） 福岡：博多の森テニス競技場 男女15S SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605

12月14日(木)～12月17日(日) 第38回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 （JOCジュニアオリンピックカップ） 兵庫：ブルボンビーンズドーム 男女18S 関西テニス協会 06-6447-5015

03月20日(火)～03月26日(月) 第39回 全国選抜高校テニス大会 福岡：博多の森テニス競技場 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 TBA

2017年　ジュニア国際大会



平成29年3月1日

大会週 本戦開始日 本戦終了日 大会名 大会会場 大会会場名 種目 使用球 大会連絡先名 大会連絡先電話 主催団体名

15 平成29年年4月8日(土) 平成29年4月10日(月) ダンロップ全国選抜ジュニア選手権関東予選大会 千葉県 アポロコーストテニスクラブ U14男女S、U12男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

18 平成29年5月4日(木) 平成29年5月7日(日) 第35回全国小学生テニス選手権大会　九州地域予選 大分県 大分スポーツ公園だいぎんテニスコート その他 ブリヂストン- XT8 九州テニス協会 092-722-1605九州テニス協会

18 平成29年5月3日(水) 平成29年5月4日(木) 第34回四国小学生テニス選手権大会 愛媛県 愛媛県総合運動公園 U12男女S その他 愛媛県テニス協会ジュニア委員会 070-5672-2355四国テニス協会

18 平成29年5月3日(水) 平成29年5月4日(木) 第34回四国中学生テニス選手権大会 徳島県 大神子テニスセンター その他 その他 徳島県テニス協会ジュニア委員会 090-3780-1597四国テニス協会

22 平成29年5月27日(土) 平成29年5月29日(月) 全国小学生テニス大会関東予選大会 山梨県 クラブヴェルデ U12男女S ブリヂストン- XT8 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

22 平成29年5月27日(土) 平成29年5月28日(日) 平成２９年度　関西小学生テニス大会 滋賀県 長浜バイオ大学ドーム その他 ブリヂストン- XT8 関西テニス協会 06-6447-5015関西テニス協会

24 平成29年6月10日(土) 平成29年6月11日(日) 全国小学生テニス選手権北海道大会 北海道 札幌市モエレ沼公園テニスコート その他 ブリヂストン- XT8 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

24 平成29年6月10日(土) 平成29年6月11日(日) 第35回東北小学生テニス選手権大会・全国予選会 秋田県 秋田県立中央公園 その他 ブリヂストン- XT8 秋田県テニス協会 018-863-2940東北テニス協会

25 平成29年6月17日(土) 平成29年6月18日(日) 全国中学生テニス選手権北海道大会（個人戦） 北海道 札幌市モエレ沼公園テニスコート その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

25 平成29年6月16日(金) 平成29年6月19日(月) 第51回全九州高等学校テニス競技大会 鹿児島県 知覧テニスの森公園　　鹿児島市役所教育委員会東開庭球場 U18男女SD、団体戦 ウイルソン- US OPEN EXTRA DUTY 九州高等学校体育連盟テニス専門部 0977-72-2855九州高等学校体育連盟テニス専門部

25 平成29年6月16日(金) 平成29年6月19日(月) 第47回四国高等学校テニス選手権大会 香川県 香川県総合運動公園 団体戦,その他 その他 香川県テニス協会ジュニア委員会 090-1572-4006四国テニス協会

27 平成29年7月1日(土) 平成29年7月1日(土) 全国中学生テニス選手権北海道大会（団体戦） 北海道 札幌市モエレ沼公園テニスコート 団体戦 ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

27 平成29年7月1日(土) 平成29年7月9日(日) 第39回東北中学生テニス選手権大会・全国予選会 福島県 郡山庭球場 その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 福島県テニス協会 0242-26-9011東北テニス協会

28 平成29年7月10日(月) 平成29年7月20日(木) 平成２９年度　関西ジュニアテニス選手権大会 大阪府 靱テニスセンター U18男女SD、U16男女SD、U14男女SD、U12男女SDダンロップスポーツ- SRIXON 関西テニス協会 06-6447-5015関西テニス協会

28 平成29年7月13日(木) 平成29年7月17日(月) 第44回九州ジュニアテニス選手権大会（兼全日本ジュニアテニス選手権大会九州地域予選） 宮崎県 宮崎県総合運動公園　生目の杜公園 U18男女SD、U16男女SD、U14男女SD、U12男女SDダンロップスポーツ- SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605九州テニス協会

29 平成29年7月15日(土) 平成29年7月20日(木) 関東ジュニアテニス選手権大会 千葉県 アポロコーストテニスクラブ U18男女SD、U16男女SD、U14男女SD、U12男女SDダンロップスポーツ- SRIXON 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

29 平成29年7月15日(土) 平成29年7月19日(水) 北海道ジュニアテニス選手権大会兼全日本ジュニアテニス選手権北海道予選会 北海道 江別市野幌総合運動公園他 U18男女SD、U16男女SD、U14男女SD、U12男女SDダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

29 平成29年7月16日(土) 平成29年7月19日(火) 北信越ジュニアテニス選手権大会兼全日本ジュニア北信越予選大会（U18/U16) 新潟県 長岡市営希望が丘テニス場 U18男女SD、U16男女SD ダンロップスポーツ- SRIXON 新潟県テニス協会ジュニア委員会 0254-22-2436北信越テニス協会

29 平成29年7月14日(金) 平成29年7月18日(火) 第39回東北ジュニアテニス選手権大会・全日本ジュニア予選会 岩手県 安比高原TC U18男女SD、U16男女SD、U14男女SD、U12男女SDダンロップスポーツ- SRIXON 岩手県テニス協会 019-646-7780東北テニス協会

29 平成29年7月15日(土) 平成29年7月17日(月) 第36回四国ジュニアテニス選手権大会U18U16 徳島県 大神子テニスセンター U18男女SD、U16男女SD その他 徳島県テニス協会ジュニア委員会 090-3780-1597四国テニス協会

29 平成29年7月15日(土) 平成29年7月17日(月) 第36回四国ジュニアテニス選手権大会U14U12 高知県 春野総合運動公園 U14男女SD、U12男女SD その他 高知県テニス協会ジュニア委員会 090-4332-8575四国テニス協会

31 平成29年7月29日(土) 平成29年7月29日(土) 全国中学生北信越地区予選大会（団体戦） 富山県 富山県岩瀬スポーツ公園 団体戦 ダンロップスポーツ- SRIXON 富山県テニス協会 076-491-1386富山県テニス協会

32 平成29年8月5日(土) 平成29年8月6日(日) 第34回四国中学生テニス選手権大会 徳島県 大神子テニスセンター 団体戦 その他 徳島県テニス協会ジュニア委員会 090-3780-1597四国テニス協会

33 平成29年8月15日(火) 平成29年9月1日(金) 第71回九州毎日少年少女テニス選手権大会（U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ・RSK杯九州予選） 福岡県 博多の森テニス競技場 U18男女SD、その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605九州テニス協会

34 平成29年8月23日(水) 平成29年8月25日(金) 第52回全国高等専門学校体育大会　第40回全国高等専門学校テニス選手権大会 千葉県 エストーレホテルアンドテニスクラブ 団体戦 ダンロップスポーツ- DUNLOP FORT 木更津工業高等専門学校（主管校）0438-30-4039一般社団法人全国高等専門学校連合会　公益財団法人日本テニス協会

35 平成29年8月26日(土) 平成29年8月28日(月) 2017RSK全国選抜ジュニアテニス大会U13北信越地区予選大会 新潟県 南魚沼市大原運動公園テニスコート その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 新潟県テニス協会ジュニア委員会 0254-22-2436北信越テニス協会

35 平成29年8月26日(土) 平成29年8月27日(日) 第24回東北秋季ジュニアテニス選手権大会・RSK選考会（13歳以下） 山形県 山形県総合運動公園 U12男女SD ダンロップスポーツ- SRIXON 山形県テニス協会 090-6455-9876東北テニス協会

35 平成29年8月26日(土) 平成29年8月27日(日) 2017 RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会四国地域予選 高知県 春野総合運動公園 その他 その他 高知県テニス協会ジュニア委員会 090-4332-8575四国テニス協会

36 平成29年9月2日(土) 平成29年9月4日(月) RSK全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 千葉県 アポロコーストテニスクラブ その他 ダンロップスポーツ- DUNLOP FORT 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

36 平成29年9月2日(土) 平成29年9月3日(日) RSK全国選抜ジュニアテニス大会北海道選手選考大会 北海道 札幌市モエレ沼公園テニスコート その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

36 平成29年9月2日(土) 平成29年9月４日(月) ２０１７　ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会　関西予選 大阪府 鶴見緑地庭球場 その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 関西テニス協会 06-6447-5015関西テニス協会

36 平成29年9月2日(土) 平成29年9月3日(日) 第24回東北秋季ジュニアテニス選手権大会・中牟田杯選考会（15歳以下） 青森県 新青森県総合運動公園 U14男女SD ダンロップスポーツ- SRIXON 青森県テニス協会 0178-73-3035東北テニス協会

36 平成29年9月2日(土) 平成29年9月3日(日) U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第36回中牟田杯）四国地域予選 愛媛県 愛媛県総合運動公園 その他 その他 愛媛県テニス協会ジュニア委員会 070-5672-2355四国テニス協会

37 平成29年9月9日(土) 平成29年9月11日(月) 全国選抜ジュニア(中牟田杯)選手権関東予選大会 千葉県 アポロコーストテニスクラブ その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

37 平成29年9月8日(金) 平成29年9月11日(月) 中牟田杯北信越予選大会 富山県 富山県岩瀬スポーツ公園 その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 平野雅憲 076-45-59075富山県テニス協会

37 平成29年9月8日(金) 平成29年9月9日(土) 第37回東北選抜ジュニアテニス選手権大会・ＪＯＣ全日本ジュニア選抜室内予選会 岩手県 安比高原TC U18男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 岩手県テニス協会 019-646-7780東北テニス協会

37 平成29年9月9日(土) 平成29年9月10日(日) 第37回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会四国地域予選 徳島県 大神子テニスセンター U18男女S その他 徳島県テニス協会ジュニア委員会 090-3780-1597四国テニス協会

38 平成29年9月16日(土) 平成29年9月18日(月) U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会北海道選手選考大会 北海道 札幌市モエレ沼公園テニスコート その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

43 平成29年10月21日(土) 平成29年10月22日(日) 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権北海道大会 北海道 札幌市宮の沢屋内競技場 U18男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

44 平成29年10月31日(火) 平成29年11月5日(日) U-15　2017全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第36回中牟田杯） 福岡県 博多の森テニス競技場 その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605公益財団法人日本テニス協会

44 平成29年10月27日(金) 平成29年10月29日(日) 第38回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会(JOCジュニアオリンピックカップ) 九州地域予選 福岡県 博多の森テニス競技場 U18男女S ヨネックス-TMP80 九州テニス協会 092-722-1605九州テニス協会

45 平成29年11月3日(金) 平成29年11月5日(日) 第30回東北中学新人テニス選手権大会兼全国中学選抜東北予選会 福島県 郡山庭球場 その他 ダンロップスポーツ- SRIXON 福島県テニス協会 0242-26-9011東北テニス協会

46 平成29年11月11日(土) 平成29年11月12日(日) ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会　関西予選 兵庫県 ブルボン ビーンズドーム U18男女S ヨネックス-TMP80 関西テニス協会 06-6447-5015関西テニス協会

46 平成29年11月10日(金) 平成29年11月13日(月) 第40回全国高校選抜テニス選手権大会四国地域予選 香川県 香川県総合運動公園 団体戦 その他 香川県テニス協会ジュニア委員会 090-1572-4006四国テニス協会

47 平成29年11月18日(土) 平成29年11月20日(月) KTA杯ジュニアテニストーナメント 千葉県 アポロコーストテニスクラブ U18男女S ヨネックス-TMP80 関東テニス協会 03-3374-3008関東テニス協会

47 平成29年11月17日(金) 平成29年11月20日(月) 第40回全国選抜高等学校テニス大会九州地区大会 佐賀県 佐賀県総合運動場庭球場　佐賀県立森林公園テニスコート 団体戦 ウイルソン- US OPEN EXTRA DUTY 九州高等学校体育連盟テニス専門部 0977-72-2855九州高等学校体育連盟テニス専門部

47 平成29年11月18日(土) 平成29年11月19日(日) 第6回四国高校テニス新人Championship大会 高知県 春野総合運動公園 その他 その他 高知県テニス協会ジュニア委員会 090-4332-8575四国テニス協会

6 平成30年2月3日(土) 平成30年2月4日(日) 全国選抜ジュニアテニス選手権大会光杯北海道大会 北海道 札幌市宮の沢屋内競技場 U14男女S、U12男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

7 平成30年2月10日(土) 平成30年2月12日(月) DＵＮＬＯＰ ＳＲＩＸＯＮ　ＣＵＰ　全国選抜ジュニアテニス選手権大会　関西予選 大阪府 靱テニスセンター U14男女S、U12男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 関西テニス協会 06-6447-5015関西テニス協会

7 平成30年2月9日(金) 平成30年2月12日(月) 2018ダンロップカップ全国選抜ジュニアテニス選手権大会 兼 ワールドジュニアテニス2018九州地域予選 沖縄県 沖縄県総合運動公園テニスコート U14男女SD、U12男女SD ダンロップスポーツ- SRIXON 九州テニス協会 092-722-1605九州テニス協会

9 平成30年2月24日(土) 平成30年2月25日(日) MUFGジュニアテニストーナメント2018北海道大会 北海道 札幌市宮の沢屋内競技場 U16男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 北海道テニス協会 011-820-1670北海道テニス協会

12 平成30年3月17日(土) 平成30年3月18日(日) 2018全国選抜ジュニアテニス選手権大会四国地域予選 愛媛県 愛媛県総合運動公園 U14男女S、U12男女S その他 愛媛県テニス協会ジュニア委員会 070-5672-2355四国テニス協会

13 平成30年3月29日(土) 平成30年3月31日(月) 2018全国選抜ジュニアテニス選手権大会北信越地区予選大会 富山県 富山県岩瀬スポーツ公園 U14男女S、U12男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 平野雅憲 076-45-59075富山県テニス協会

13 平成30年3月27日(火) 平成30年3月29日(木)  '17 DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選(U12/U14) 宮城県 泉総合運動場庭球場 U14男女S、U12男女S ダンロップスポーツ- SRIXON 宮城県テニス協会 022-292-1300東北テニス協会


