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一　　般　　大　　会 期　　　　日 会場 参加料(円)
県春季チャレンジテニス大会 4/7（日）・21（日）・5/12（日） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる） （学生S1,500/D2,000円）
全日本テニス選手権県予選大会 5/3（金）・5/4（土）・5/5(月） 木花 一般男子・35・45・55才以上/一般女子・40・50才以上 一般男女の1位は全日本予選 11/14-16 東京：有明 
国体宮崎県選考会 5/12（日） 木花 - - 一般男子・一般女子 2～3人を選考し九州ブロック大会に出場
日本スポーツマスターズテニス県予選大会 5/19(日） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男子35・45・55・65才以上/女子40・50・60才以上 男35単･45複、女40単複の1位は、全国大会 11/9-12神奈川
県民体育大会 5/25（土）・26（日） 木花 - - 市群対抗の団体戦
県ダンロップトーナメント 6/23（日）・6/30（日） 木花 - Ｄ3,000 男子Ａ級・Ｂ級・45才以上/女子Ａ級・Ｂ級
県クラブ対抗テニス大会 9/15（日）・9/16（月） 木花 １ﾁｰﾑ     5,000 チーム対抗戦 (学生4,000円）
県秋季チャレンジテニス大会 9/21（土）・22(日）・23(月） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 男女(ランキングによる） （学生S1,500/D2,000円）
県テニス選手権大会 11/2（土）・3（日）・4（月） 木花 Ｓ2,000 Ｄ3,000 一般男子・45・55才以上/一般女子・40・50才以上 （学生S1,500/D2,000円）
ダンロップテニス九州決勝大会 11/16(土)･17(日) シーガイア 男子A級・B級・45才以上/女子A級
県室内テニス選手権大会 11/30(土)・12/7（土）・8（日） 県・市体育館 Ｓ3,000 Ｄ4,000 一般男子・45才以上/一般女子・40才以上 ランキング上位により選手を選抜する

シーガイア 一般男子・35・45・55・65才以上/一般女子・40・50・60才以上
フェニックス 一般男子・45・55・65・70才以上/一般女子・40・50・60才以上

＜ジュニア大会＞ ［事務局］  山口 浩司   〒８８０－０９１６   宮崎市大字恒久９８２ー１ 第２谷口コーポ２０１      ＴＥＬ  ０９０－１３４０－４７４７

ジ　ュ　ニ　ア　大　会 期　　　　日 会場 参加料(円)
県ジュニアリーグ第１戦 4/6(土）・20（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦 上位選手はジュニアリーグ最終戦 1/25 木花

4/13（土） 16才･18才 木花 男女（U１２・U１４）
4/28（日） 14才･12才 木花 男女（U１６・U１８）

第８回宮崎県中学生テニス選手権大会 5/11（土） 木花 - - 団体・単・複 中体連主催大会 ７/21-24 博多の森
県ジュニアリーグ第２戦 6/29（土）・7/13(土) 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦 上位選手はジュニアリーグ最終戦 1/25 木花
宮崎県ジュニア合宿 8/2（金）・3(土）・4（日） 木花 1人  15,000 小中学生を対象とした強化合宿(2泊3日）
県ジュニアテニストーナメント（小学生の部） 8/6（火） 木花 男女（小学生） 小学生のベスト4は中学生の部に出場
県ジュニアテニストーナメント（中学生の部） 8/7（水） 木花 男女(中学生） 中学生のベスト4は高校生の部に出場
県ジュニアテニストーナメント（高校生の部） 8/16（金）～19（月） 木花 Ｓ1,500 Ｄ2,000 男女(高校生）
県ジュニアリーグ第３戦 9/7(土）・14（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦 上位選手はジュニアリーグ最終戦 1/25 木花
全国選抜ジュニア宮崎県大会 11/24（日） 木花 Ｓ1,500 - 男女（U１２・U１４） 上位選手は九州大会に出場 2/8・9 木花
県ジュニアリーグ第４戦 12/14（土） 木花 Ｓ1,500 - 小中学生のクラス別リーグ戦 上位選手はジュニアリーグ最終戦 1/25 木花
ジュニアサーキット南部大会 12/21（土）・22(日)･23（月） 木花 Ｓ1,500 Ｄ3,000 男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８） 上位選手は九州大会に出場 1/4･5 木花
ジュニアサーキット九州大会 1/4(土）・5(日） 木花 男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８）
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 1/11（土）･12(日)･13(月) 木花 Ｓ1,500 - 男女（U１８） ベスト３２（１６Ｕ）はトヨタジュニア選手権大会に出場
県ジュニアリーグ最終戦 1/25（土） 木花 Ｓ1,500 - クラス別決勝リーグ戦 ジュニアリーグ第１戦～第４戦の各クラス上位者大会
全国選抜ジュニア九州大会 2/8（土）・9（日） 木花 Ｓ3,000 - 男女（U１２・U１４） 上位選手は全国大会出場
トヨタジュニア選手権大会 2/16（日） 木花 Ｓ2,000 - 男女（U１８） 男女1位選手は全国大会出場
全国小学校宮崎県大会 3/8（土） 木花 Ｓ1,500 - 男女（小学生） 上位選手は九州大会に出場
南日本ジュニアテニストーナメント 3/27（木）･28(金)･29(土) 木花 Ｓ2,000 - 男女（U１０・U１２・U１４・U１６・U１８） 九州テニス協会公認大会
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名        称 期                          日 会       場
県高校総体 5/28(火)･29（水）・30(木 予備日）・6/１(土）・2（日）・3（月） 木 花

県南ひまわり杯 2/25（月） ｸﾗﾌﾞﾊｳｽｲﾜｷﾘ Ｄ　  ３，０００ 県高校１年生大会 8/20(火)･21(水)･22(木)･23(金 予備日） 木 花
山形屋ミックス大会 4/29（月祝） 木花 Ｄ　  ３，０００ 県高校新人大会 10/15(火)･16(水)･17(木)･18(金 予備日) 木 花・シーガイア
20周年記念祭 6/9（日） 木花 国体強化合宿 7/6（土）・8/24（土）・11/16（土）12/7（土）・1/18（土）・2/1（土）・2/22(土) 木 花
県北ひまわり杯 6/19（水） 日向小倉ヶ浜 Ｄ　  ３，０００ 国体強化長期合宿 12/25(水)･26(木)･27(金)･28(土)･29(日)･30(月) 木 花
母と子のテニストーナメント 7/13（土） シーガイア Ｄ　  ３，０００
桑名杯テニス大会 7/20（土祝） 木花 Ｄ　  ３，０００
テニスマガジンカップ 8/24（土)・25（日） シーガイア １人 ４，０００ 名        称 期          日
朝日レディース県予選 9/8（日）･14（土） 木花 Ｄ　  ３，０００ Ｃ級公認審判員認定講習会 4/14(日） 締切4/8(月) ＊会場：宮崎県総合運動公園 スポーツセンター合宿所 ２Ｆ会議室

九州ブロック大会県予選 10/10(木)・11(金) 木花 Ｄ　  ３，０００ カモンキッズ 予定 日程（未定） シーガイアテニスクラブ

ヨネックス杯 10/26(土) 木花 Ｄ　  ３，０００ 第15回全国スポーツレクレーション祭 市郡の地区推薦 30/40/50才 ミックスダブルスの団体戦
トリオダブルス大会 11/23（土祝)・24（日） 木花 １人 ３，０００ ＊全国大会：10/5(土)～8(火） 全国大会：広島

第10回宮崎県さわやかスポーツ大会 10/27(日) 市郡対抗戦 30/40/50才 ミックスダブルスの団体戦 木 花

宮崎県テニス協会ホームページ　　 http://www.mtennis.org/

[県女子テニス連盟]

Ｓ1,500 Ｄ2,000

種　　　　　　　　　　目

[ その他]

女  子  連  大  会 期　　　　日 会場 参加料(円)

＜平成１４年４月1日～平成１５年３月３1日＞

[県高体連・県強化部]

平成１４年度 宮崎県テニス協会・大会予定一覧

九州テニス協会主催大会第29回熊谷杯テニストーナメント 3/21(金)・22（土）・23(日） Ｓ3,000

全日本ジュニア宮崎県予選 Ｓ1,500 Ｄ2,000

備　　　　　　　　　考

上位選手は九州大会に出場

Ｄ5,000

種　　　　　　　　　　目

備　　　　　　　　　考

Ｓ3,000/学2,000


	日程

