
九州テニス協会テニス協会　平成15年度行事予定表
開催月 一般 ベテラン ジュニア その他 JOP KTP 大会名 予選 日程 場所 主催 主管

4 ジュニア 　　※トヨタジュニアテニストーナメント2003 4/2（水）～5(土） 愛知 JTA

月 学連 全日本大学対抗テニス王座　九州地区予選 4/4(金）～8(火） 今津・福大 九学連

一般 ベテラン 第55回全九州クラブ対抗テニス大会 4/5(土)～6(日) 森・春日・北九 九州

一般 ベテラン KTP 第28回東九州テニストーナメント（公） 4/5(土）～6日(日) 大分 大分

ジュニア 　　※2003Shuzo Challenge Japan Open Junior Tennis Championships 4/7(月) 4/8(火）～13(日) 愛知 JTA

ベテラン JOP 沖縄県春季ベテランテニス選手権大会（兼第27回全日本都市対抗県予選会） 4/12(土)・13(日)・19(土）沖縄 沖縄

一般 ベテラン JOP KTP ＮＴＴ西日本カップ第57回九州毎日オープンテニス選手権大会 4/12(土）～14(月) 4/15(火）～20(日) 博多の森 九州

一般 国際 JOP F3熊本フューチャーズトーナメント2003 4/20(日)～21(月) 4/22(火)～27(日） 熊本 熊本

一般 ベテラン ★熊本県選手権大会（B級・ベテラン） 4/26(土)～29(祝） 熊本 熊本

一般 ベテラン KTP 第51回佐世保テニストーナメント（公） 4/19(土)～21(月） 佐世保 長崎

5 一般 ★熊本県選手権大会（A級） 5/3(祝)～5(祝) 熊本 熊本

月 JOP ★佐賀県選手権大会兼全日本テニス選手権県予選 5/3(祝)～5(祝) 佐賀 佐賀

JOP 平成15年度春季テニス選手権大会（第78回全日本沖縄県予選大会） 4/29(火） 5/3(祝)～5(祝) 沖縄 沖縄

国際 JOP 福岡国際女子テニス2003 5/5(祝)～6(火) 5/7(水)～11(日) 博多の森 九州

ジュニア 　　※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テニス世界選手権代表選考5/8(木)～11(日) 千葉 JTA

一般 ベテラン ＣＲＣカップ第7回福岡県テニス選手権大会（国民体育大会福岡県予選） 5/15(木)～18(日) 博多の森 福岡

一般 ベテラン KTP 第50回北九州テニストーナメント（公） 5/17(土）～25(日) 北九州 北九州

ジュニア 第21回全国小学生テニス選手権大会　九州地域予選 5/24(土)～25(日) 大分 九州

ジュニア 　　（第21回全国小学生テニス選手権大会　7/28(月）～30(水）　東京） JTA

一般 国際 JOP F4サニックスフューチャーズトーナメント2003 5/25(日)～26(月) 5/27(火)～6/1(日) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州

一般 第42回全国実業団対抗テニス大会 ビジネスパルテニス九州予選 5/31(土)～6/1(日) 博多の森 九州

6 国際 JOP F5サニックスフューチャーズトーナメント2003 6/1(日)～2(月) 6/3(火)～8(日) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州

月 ベテラン 第56回全九州・全中国対抗ベテランテニス大会 6/8(日) 博多の森 九州

一般 ベテラン 第27回全日本都市対抗　九州予選 6/15(日) 佐賀 九州

一般 ベテラン JOP （第27回全日本都市対抗　テニス大会　7/17(木)～20(日)　　埼玉） JTA

高体連 第38回全九州高等学校テニス競技大会 6/21(土)～23(月） 宮崎 高体連

ベテラン JOP 第2回福岡ベテランオープンテニステニス大会 6/27(金)～29(日) 博多の森 福岡

一般 JOP 平成15年度全日本選手権　福岡県予選大会 6/28(土)～29(日) 博多の森 福岡

7 JOP 全日本テニス選手権大会熊本県予選大会 6/12(.木） 7/12(土）～15(火) 熊本 熊本

月 学連 九州地区大学体育大会 7/12(土）～15(火) 博多の森 西南大

一般 ベテラン JOP 　　※第27回全日本都市対抗 7/17(木)～20(日) 埼玉 JTA

ジュニア 第30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九州地域予選） 7/20(日）～23(水） 博多の森 九州
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開催月 一般 ベテラン ジュニア その他 JOP KTP 大会名 予選 日程 場所 主催 主管

ジュニア 　　※第21回全国小学生テニス選手権大会 7/28(月）～30(水) 東京 JTA

高体連 　　※全国高等学校総合体育大会 7/29(火)～8/4(月） 長崎 高体連

中テ連 第29回全九州中学生テニス選手権大会 7/30(水）～8/2(土) 熊本 中テ連

8 一般 ベテラン JOP KTP 第77回九州テニス選手権大会 8/2(土)～3(日） 8/4(月）～10(日) 博多の森 九州

月 学連 　　※全日本学生テニス選手権大会 8/1(金)～10(日) 大阪 学連

学連 九州学生夏季テニス選手権大会 8/7(木）～10(日） 8/12(火）～17(日) 春日公園 九学連

ジュニア 　　※全日本ジュニアテニス選手権大会2003 8/10(日)～17（日) 大阪 JTA

中テ連 　　※第30回全国中学生テニス選手権大会 8/18(月)～23(土) 岐阜 JTA

成年 少年 JOP 国民体育大会　九州ブロック大会 8/23(土）～24(日) 佐賀 九州

成年 少年 JOP （第58回国民体育大会　秋季大会　10/25(土)～30(木)　　静岡） JTA

教職 全九州教職員県別対抗戦 8/23(土) 熊本

　　※ユニバーシアード 8/21(木)～29(金） 韓国

ジュニア 　　※日・韓・中ジュニア交流競技テニス大会 8/23(土）～29(金) 韓国

9 一般 JOP 福岡オープンⅠ（承） 8/30(土)～31(日) 9/1(月）～7(日） 九州国際 ｽﾎﾟｰﾂｻﾝﾗｲｽﾞ

月 ジュニア ＮＴＴ西日本ｶｯﾌﾟ第57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） 8/26(火）～31(日） 博多の森 九州

一般 JOP 　　※全国実業団対抗テニス（ビジネスパル） 8/29(金）～31(日） 長野 JTA

一般 第11回全国実業団対抗テニストーナメント（A)九州予選 9/6(土)～7(日) 博多の森 九州

一般 JOP （全国実業団テニストーナメント（A)　10/23(木）～26(日)　　大阪） JTA

一般 JOP グローバルアリーナ宗像オープン 9/6(土)～7(日) 9/8(月）～13(土） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州

ジュニア 平成15年度ジュニア育成海外派遣研修　選手選考会 9/13(土)～14(日） 博多の森 九州

ベテラン JOP 　　※日本スポーツマスターズ 9/19(金)～23(火） 和歌山 JTA

JOP 2003鹿屋オープン 9/20(土)～21(日) 9/22(月)～27(土) 鹿児島

一般 国際 　　※AIG　OPEN2003 9/27(土)～29(月) 9/29(月)～10/5(日) 有明 JTA

学連 2003九州学生新人テニストーナメント 9/25(木)～28(日) 9/30(火)～10/5(日) 福岡 九学連

10 ★大分県選手権大会 10/4(土)～5(日) 大分 大分

月 一般 ベテラン KTP 第52回長崎テニストーナメント（公） 10/4(土)～6(月) 長崎 長崎

ジュニア 　　※ワールドスーパージュニアテニス2003 10/6(月） 10/7(火)～12(日) 大阪 JTA

ベテラン JOP 　　※第65回全日本ベテランテニス選手権大会 10/6(月)～14(火) 愛知 JTA

ジュニア 平成15年度ＪＴＡコーチ派遣による地域ジュニア強化合宿 10/11(土)～12(日) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州

★沖縄県選手権大会 10/11(土)～19(日) 沖縄 沖縄

一般 JOP KTP 第11回九州ハードコートテニス選手権大会 10/11(土)～12(日) 10/13(祝)～17(金) 九州国際 九州

学連 　　※全日本大学王座戦 10/15(水)～19(日) 岐阜 学連

ジュニア 　　※2003日植杯ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会 10/17(金)～19(日) 岡山 JTA

ベテラン 　　※ねんりんピック全国大会 10/18(土)～21(火) 徳島 徳島
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開催月 一般 ベテラン ジュニア その他 JOP KTP 大会名 予選 日程 場所 主催 主管

一般 JOP 　　※全国実業団対抗テニストーナメント（A) 10/23(木)～26(日) 大阪 JTA

成年 少年 JOP 　　※第58回国民体育大会　秋季大会 10/25(土）～30(木) 静岡 JTA

ベテラン JOP 　　※第27回全日本ローンコートベテランテニス選手権大会 10/29(水)～11/8(土) 佐賀 JTA

ジュニア 　　※U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第22回中牟田杯） 10/31(金)～11/3(祝） 博多の森 九州

11 ベテラン 　　※スポーツレクリエーション祭 11/1(土)～4(火) 香川 JTA

月 ★宮崎県テニス選手権大会 11/1(土)～3(月) 宮崎 宮崎

女子連 　　※全国レディーステニストーナメント 11/5(水)～7(金) 東京 女子連

学連 九州学生室内テニス選手権大会 11/5(水)～8(土) 博多の森 九学連

15年度ＴＴＣスポーツ科学セミナー研修会 11/15(土) 九州

一般 JOP 　　※第78回全日本テニス選手権大会 11/12(水)～15(土) 11/16(日）～23(日) 東京 JTA

ジュニア ヨネックスカップ2004第24回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 九州地域予選 11/15(土)～16(日) 博多の森 九州

　　　（ヨネックスカップ2004第24回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会　　1月　大阪） JTA

一般 ベテラン 2003ダンロップテニストーナメント九州地区決勝大会 11/15(土)～16(日) 宮崎 九州

高体連 第26回全国選抜高等学校テニス九州地区大会 11/22(土)～25(火) 今津運動公園 高体連

12月 一般 JOP 　　※第18回テニス日本リーグ（一次） 12/5(金）～7(日) 各地 JTA

1 一般 ベテラン KTP 第69回西日本正月別大テニストーナメント（公） 1/2(金)～5(月) 別府・大分 大分

月 ジュニア 九州ジュニアサーキット（公） 1/3(土）～5(月) 北九州ｳｴｽﾄ

一般 ベテラン 教職員 第39回全九州教職員テニストーナメント 1/5(月)～6(火) 佐賀 九州

平成15年度公認普及員認定講習会 1/10(土)～12(祝) 博多の森 九州

ジュニア 平成15年度国立スポーツ科学センタートレーニング測定合宿 1/11(日)～12(祝) 東京 JTA

JOP 　　※第18回テニス日本リーグ（二次） 1/22(木)～25(日) 各地 JTA

ジュニア 　　※ヨネックスカップ2004第24回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 1/25(日)～27(火) 大阪 JTA

2 一般 JOP 2004鹿屋オープンI 1/31(土)～2/1(日) 2/2(月)～7(土） 鹿児島

月 ジュニア 全国選抜ジュニアテニス選手権兼ワールドジュニアテニス2004九州地域予選 2/7(土)～8(日) 宮崎 九州

ジュニア 　　（全国選抜ジュニアテニス選手権兼ワールドジュニアテニス2004　5月　　千葉） JTA

一般 JOP KTP 第37回九州室内テニス選手権大会 2/14(土)～15(日) 2/20(金)～22(日) 博多の森 九州

一般 JOP 第18回テニス日本リーグ（決勝戦） 2/21(土)～22(日) 東京 JTA

15年度プロテニスプレーヤーによるジュニア＆コーチ競技技術講習会 2/28(土)～29(日) 博多の森 九州

3 一般 JOP 福岡オープンⅡ（承） 3/13(土)～14(日) 3/15(月)～21(日) 九州国際 ｽﾎﾟｰﾂｻﾝﾗｲｽﾞ

月 高体連 　　※第26回全国選抜高校テニス大会 3/20(土)～26(金) 博多の森 高体連 3/10(水)～14(日)

一般 ベテラン KTP 第30回熊谷杯テニストーナメント国際大会(公） 3/20(土)～22(月） 宮崎 九州

ジュニア 南日本ジュニアテニストーナメント（公） 3/27(土）～29(月) 宮崎 宮崎

注）諸事情によって日程・会場その他変更がある場合もございますので、必ず大会内容・詳細・締切日などは大会要項でご確認ください。
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