
2019年度JTA主催・共催・後援・国別⼤会 2018年12⽉更新

【国際】
予選期⽇ 本戦期⽇ ⼤会名称 開催地 ⼤会会場 賞⾦総額 種⽬ 使⽤球 問い合わせ先 連絡先

37 09/07(⼟)〜09/09(⽉) 09/09(⽉)〜09/15(⽇) 花キューピットオープン2019 広島 広島広域公園テニスコート TBA ⼥⼦ SD 未定 ⽇本テニス協会 03-3481-2321
38 09/14(⼟)〜09/15(⽇) 09/16(⽉)〜09/22(⽇) 東レパンパシフィックオープンテニス2019 東京 未定 TBA ⼥⼦ SD 未定 東レPPOテニス事務局 03-3433-6780
40 09/28(⼟)〜09/29(⽇) 09/30(⽉)〜10/06(⽇) 楽天オープン2019 東京 有明ｺﾛｼｱﾑ/有明ﾃﾆｽの森 TBA 男⼦ SD 未定 JAPAN OPEN事務局 03-3481-2511

　

【国別対抗戦】
⼤会週 予選期⽇ 本戦期⽇ ⼤会名称 開催地 ⼤会会場 賞⾦総額 種⽬ 使⽤球 問い合わせ先 連絡先
5 02/01(⾦)〜02/02(⼟) デビスカップ　ワールドグループ予選　vs中国 中国 広州オリンピックスポーツセンター なし 男⼦ 国別対抗戦 未定
6 02/09(⼟)〜02/10(⽇) フェドカップ　ワールドグループⅡ 1回戦　vsスペイン 福岡 北九州市⽴総合体育館 なし ⼥⼦ 国別対抗戦 未定

未定 ジュニアデビスカップ アジアオセアニア最終予選 未定 なし 男⼦Jr 国別対抗戦(U16)　 未定
未定 ワールドジュニア アジアオセアニア最終予選 未定 なし 男⼦Jr 国別対抗戦(U14)  未定
未定 ジュニアフェドカップ アジアオセアニア最終予選 未定 なし ⼥⼦Jr 国別対抗戦(U16)　 未定
未定 ワールドジュニア アジアオセアニア最終予選 未定 なし ⼥⼦Jr 国別対抗戦(U14)　 未定

16 04/20(⼟)〜04/21(⽇) フェドカップ ワールドグループ／ワールドグループⅡ PO 未定 なし ⼥⼦ 国別対抗戦 未定
37 未定 デビスカップ ワールドグループ SF／PO 未定 なし 男⼦ 男 国別対抗戦 未定
32 08/05(⽉)〜08/10(⼟) ワールドジュニア 決勝⼤会 チェコ プレステヨフ なし 男⼥Jr 国別対抗戦(U14)  未定

未定 ジュニアフェドカップ 決勝⼤会 アメリカ フロリダ なし ⼥⼦Jr 国別対抗戦(U16)　 未定
未定 ジュニアデビスカップ 決勝⼤会 未定 なし 男⼦Jr 国別対抗戦(U16)　 未定

47 11/18(⽉)〜11/24(⽇) デビスカップ　ワールドグループ Final スペイン マドリッド︓ La Caja Mágica なし 男⼦ 国別対抗戦 未定

【国内】
⼤会週 予選期⽇ 本戦期⽇ ⼤会名称 開催地 ⼤会会場 賞⾦総額 種⽬ 使⽤球 問い合わせ先 連絡先
15 04/09(⽕)〜04/13(⼟) MUFGジュニアテニストーナメント 2019 愛知 東⼭公園テニスセンター なし 男⼥ U16S SRIXON ⽇本テニス協会 03-3481-2321
29 07/19(⾦)〜07/21(⽇) 第43回全⽇本都市対抗テニス⼤会 ⿅児島 ⿅児島県⽴鴨池庭球場 なし 男⼥ 都市対抗戦 DUNLOP FORT ⿅児島県テニス協会 099-222-4969
31 07/27(⼟)〜07/30(⽕) 第37回 第⼀⽣命全国⼩学⽣テニス選⼿権⼤会 東京 相娯園グラウンドテニスコート なし 男⼥ S（⼩学⽣） ブリヂストン-XT8 ⽇本テニス協会 03-3481-2321

33 08/08(⽊)〜08/17(⼟) DUNLOP SRIXON 全⽇本ジュニアテニス選⼿権'19
 supported by NISSHINBO

⼤阪 靭テニスセンター なし 男⼥ U18/16/14/12SD SRIXON ⽇本テニス協会 03-3481-2321

34 08/18(⽇)〜08/24(⼟) 第46回全国中学⽣テニス選⼿権⼤会 ⼤阪 マリンテニスパーク・北村 なし 男⼥ 団体戦、SD（中学⽣） DUNLOP FORT ⽇本テニス協会 03-3481-2321
40 09/29(⽇)〜10/02(⽔) 第74回国⺠体育⼤会テニス競技会 茨城 神栖海浜庭球場 なし 男⼥ 都道府県対抗戦 DUNLOP FORT 茨城県テニス協会 029-233-5672

41 10/01(⽕)〜10/05(⼟) 10/01(⽕)〜10/09(⽔) 第81回⽇本商業開発(株)全⽇本ベテランテニス選⼿権 '19 名古屋
福岡

東⼭公園テニス競技場
博多の森公園テニスコート

なし 男⼥ SD（ベテラン年齢別） DUNLOP FORT ⽇本テニス協会 03-3481-2321

39 09/21(⼟)〜09/24(⽕) ⽇本スポーツマスターズ 岐⾩ ⻑良川テニスプラザ なし 男⼥ 県代表 ヨネックスTMP80 ⽇本テニス協会 03-3481-2321
36 09/17(⽕)〜09/20(⾦) 三菱　全⽇本テニス選⼿権⼤会　東⽇本⼤会 岩⼿ 安⽐⾼原テニスコート なし 男⼥ S DUNLOP FORT 岩⼿県テニス協会 019-646-7780
36 09/17(⽕)〜09/20(⾦) 三菱　全⽇本テニス選⼿権⼤会　⻄⽇本⼤会 兵庫 ブルボンビーンズドーム なし 男⼥ S DUNLOP FORT 兵庫県テニス協会 078-974-7787
44 10/23(⽔)〜10/25(⾦) 10/26(⼟)〜11/03(⽇) 第94回　三菱　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 2850万 男⼥ SDMIX DUNLOP FORT ⽇本テニス協会 03-3481-2321
45 11/07(⽊)〜11/09(⼟)（予定） ソニー⽣命カップ第41回全国レディーステニス⼤会 東京 昭和の森テニスセンター なし ⼥⼦ 都道府県対抗戦 DUNLOP FORT ⽇本⼥⼦テニス連盟 03-3223-5405

JTA 03-3481-2321


