
　YE:イエローボール使用　GR:グリーンボール使用　RD:レッドボール使用

YE GR RD

1 南日本ジュニアテニストーナメント ○ ●
木：4/3（月24）4（火24）
予備4/5（水24）

木花２４面 S:2,000 ジュニア委員会 岩田

全日本ｼﾞｭﾆｱ兼九州ｼﾞｭﾆｱ宮崎県予選
木：予選3/28（火24）予備
29（水24）

木花２４面 予選 ジュニア委員会 岩田

１２歳・１４歳　生：4/8（土
16）　　　　　　生：9（日16）
予備4/23（日6）

生目１６面 S:1,600

１６歳・１８歳　木：4/8（土
24）生：9（日16）予備4/23
（日6）

木花２４面
S:3,100
D:3,100

県ジュニアテニストーナメント（小学
生） ○

西：4/15（土12）
予備4/16（日12 ）

西階１２面
S:1,600
D:2,100

World stance 岩田

県ジュニア（小学生４年生大会） ●
西：4/15（土12）
予備4/16（日12 ）

西階１２面 S:1,600 World stance 岩田

4 宮崎県中学生テニス選手権大会 ○ 木：5/6（土24）7（日24） 木花２４面
S:1,600
D:2,100

中体連 中体連

5 MIYAZAKIジュニアリーグ第１戦 ○ ● 木：5/13（土16）20（土24） 木花２４面 S:1,600 清武Jr 岩田

6
ヒムカカップジュニアテニストーナメン
ト ○ 生：6/17（土16）・18（日16） 生目１６面 参：3100 ジュニア委員会

7 県ジュニアテニストーナメント（中学生） ○ 木：6/24（土24）25（日24） 木花２４面
S:1,600
D:2,100

スマイルテニスラボ 岩田

9 鹿宮対抗戦 ○ 7/1（土24）2（日24） 木花２４面 強化部

10 九州ジュニアテニス選手権大会 ○
木：7/13（木）14（金）15
（土）16（日）17（月）予備18
（火）

木花２４面
S:6,100
D:6,100

九州ジュニア
委員会

吉田

11 県中学校総合体育大会 ○
木：7/27（木24）28（金24）
予備29（土24）

木花２４面 中体連 中体連

12
県ジュニアテニストーナメント（高校
生） ○

木生：8/10（木）11（金）12
（土）

生目１６面
木花２４面

S:1,600
D:2,100

高体連 高体連

13 MIYAZAKIジュニアリーグ第２戦　 ○ ● 木：8/26(土24）27（日24） 木花２４面 S:1,600 KTC 岩田

14 全国選抜ジュニア宮崎県大会 ○ 木：10/14（土12）15（日12） 木花１２面
S:3,100
D:3,100

シーガイア 岩田

15 県中学校秋季大会 ○
木：10/28(土)29（日）
予備30（木24）

木花２４面 中体連 中体連

16 九州ジュニアサーキット宮崎県大会 ○ ●
木：11/18（土）19（日）
木：11/25（土）26（日）
予備12/9

木花２４面
S:3,000
D:3,000

ジュニア委員会 清水

17 MIYAZAKIジュニアリーグビギナーズ ○
生：12/2（土16）3（日16）
予備12/9

生目１６面 S:1,600 ミリオン 清水

18 宮日杯ジュニア選手権チャレンジの部 ○
木：1/6（土24）予備7（日）
21（日24）

木花２４面 S:1,600
ジュニア委員会

高体連
岩田

19 MUFGジュニア選手権大会 ○ 木：1/7（日12）13（土12） 木花１２面 S:3,100 ライジングサン 岩田

20 県新人中学生テニス大会 ○ 木：1/14(日24） 木花２４面 中体連 中体連

21 宮日杯ジュニア選手権オープンの部 ○
木生：1/20（土24）
木：21（日24）
予備1/28（木24）

生目１６面
木花２４面 S:1,600 高体連 高体連

22 全国小学校宮崎県大会 ○ 木：2/18（土24）25（日24） 木花２４面
S:3,100
D:3,100

チームエリート 岩田

23 九州小学生４年生宮崎県大会 ○ ● 木：2/18（土24）25（日24） 木花２４面 S:3,100 チームエリート 岩田

24 MIYAZAKIジュニアリーグ第３戦 ○ ● 木：3/10（土24)11(日24） 木花２４面 S:1,600 チームエリート 岩田

★レッドボールキッズテニストーナメント ◎ 500 Worldstance 東

★レッドボールキッズテニストーナメント ◎ 500 World stance 東

中野

3

参加費 運 営 レフェリー 備考

2 ○
１２歳･１４歳・１６歳・１８歳以下男女 高体連

＜平成２９年度  ジュニア大会　運営クラブ　レフェリー計画＞

ジ　ュ　ニ　ア　大　会
使用球

期日　・  面数 会場



NO 期日 運営 担当 備考

1 5/14（日） World stance 東

2 6/25（日） ジュニア委員会 東 県ジュニア中学生大会時

3 7/9（日） シーガイアTA

4 7/23（日）
延岡市テニス協

会
岩田

5 8/4（金） World stance 東

6 9/18（月）
延岡市テニス協

会
岩田

7 9/23（土） シーガイアTA

8 11/3（金） シーガイアTA

9 12/23（土） シーガイアTA

10 8/4（金） World stance 東

11

12

13

レッドボールキッズテニストーナメント延岡第１戦 西階テニスコート

シーガイア

シーガイアレッドボールキッズテニストーナメント第３戦

レッドボールキッズテニストーナメント延岡第２戦

スポーツランド新富レッドボールキッズテニストーナメント新富第２戦

シーガイア

レッドボールキッズテニストーナメント第４戦

レッドボールキッズテニストーナメント新富第２戦

レッドボールキッズテニストーナメント第１戦 県総合運動公園

スポーツランド新富

レッドボールキッズテニストーナメント第１戦

シーガイア

スポーツランド新富

西階テニスコート

レッドボールキッズテニストーナメント第２戦

★レッドボールキッズテニストーナメント

レッドボールキッズテニス大会

レッドボールキッズテニストーナメント新富第１戦

会場


