
大　会　名 種　　　目 期　　　日 予備日 会　　場 申込締切 主　催 大　会　名 期　　日 会　　場 主　　催 大　会　名 期　　日 会　　場 主　　催 大　会　名 期　　日 会　　場 主　　催

協会 九州毎日選手権 3/28(土)～4/5(日) 福岡 九州協会

南日本新聞 MUFGジュニア 4/8(水)～4/11(土) 愛知 JTA

山形屋杯LTF33回春季 一般女　D(A・B・C) 4/14(火)15(水) 4/20 鴨池 3/23 女子連 5/10（日） 小学生選手権九州予選 5/3(日)～5/6(水) 大分 九州協会

一般男女S・D 16（土） 福岡国際女子2015 5/3(日)～5/10(日) 福岡 九州協会

ベテラン男35S 5/10（日） 久留米国際女子2014 5/10(日)～5/17(日) 福岡 九州協会

ベテラン男45・55S・D 4/19(日)25(土) 16（土） 全国選抜ジュニア 5/14(木)～5/17(日) 千葉 吉田記念

65S・D 70D 4/26(日)29(祝) 九州テニス選手権 5/30(土)～6/7(日) 福岡 九州協会 7/4(土)5(日)

ベテラン女40S・D 5/2(祝)3(祝) 全国ビジネスパル九州予選 6/13(土)～6/14(日) 福岡 九州協会 11(土)12(日)18(土)

混合D 九州高校総体 6/19(金)～6/22(月) 大分 高体連

国体予選 一般男女 5/16(土)17(日) 知覧 協会 九州ジュニア選手権 7/10(金)～7/15(水) 宮崎 九州協会

第20回大学教職員大会 男女D(A・B) 5/16(土) 5/17 健康の森 5/8 教職員連盟

ピンクリボンレディース 一般女　D 5/19(火)20(水) 5/22 鴨池 4/27 女子連

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧﾐﾘｰ大会 親子・兄弟 協会 チャレンジ大会 6/20(土)21(日) 鴨池 協会

(家族テニス大会) 夫婦・ﾌﾚﾝﾄﾞD 南さつま市 ジュニア夏季ダブルス 7/12(日) 鴨池 協会

一般男女S・D(A・B) 5/30(土)31(日) 鴨池 全国小学生選手権 7/28(火)～7/30(木) 東京 JTA

ベテラン 6/6(土)7(日) 知覧 インターハイ 8/1(土)～8/8(土) 大阪 高体連 9/27(日)

プリンスレディース2015 一般女　D 6/10(水)11(木) 6/12 鴨池 5/19 女子連 全日本ジュニア 8/7(金)～8/16(日) 大阪 JTA 10/3(土) 鹿児島ＬＴＣ

第20回シングルス大会 一般女　Ｓ 6/25(木)26(金) 松元 6/3 女子連 実業団九州予選 8/15(土)～8/16(日) 福岡 九州協会 10/4(日)

九州中学総体 8/5(水)～6(木) 鴨池・知覧 中体連 九州毎日(少年少女) 8/17(月)～9/3(木) 福岡 九州協会 10/31(土)11/1(日)

全国中学選手権 8/18(火)～8/24(月) 福島 JTA 11/3(火)4(土)15(日)

桑名杯 一般女 D 7/15(水)16(木) 7/17 鴨池 6/23 女子連 全日本学生選手権 8/27(木)～9/6(日) 東京 学連

第20回九州教職員県予選 一般男女・45・55・65・70 7/4(土) 7/5 鴨池 6/12 教職員連盟 九州さくらじまんカップ 9/21(月)～23(水) 鴨池・知覧 県高体連 全国ビジネスパル 8/28(金)～8/30(日) 北海道 大会事務局

ファミリーエンジョイ大会 母・子D 7/20(月) 松元 7/1 女子連 宗像オープン 8/30(日)～9/5(土) 福岡 九州協会

一般男女(A・B・C) JAPAN WOMEN'S OPEN 9/14(月)～9/20(日) 大阪 大会事務局

★第38回　秋季 ベテラン男45(A・B) スポーツマスターズ 9/19(土)～9/22(火) 石川 JTA

ダンロップスリクソン ベテラン男55・65・70 東レパンパシフィック 9/21(月)～9/27(日) 東京 大会事務局

ベテラン女45 10/31(土)11/1(日) 全日本選手権西日本大会 9/21月)～9/24(木) 兵庫 関西協会

ソニー生命全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選 一般女 D 9/14(月)16(水) 9/17 鴨池 8/23 女子連 11/7（土）8（日） 全日本ベテラン 9/26(土)～10/7(水) 名古屋 JTA

団体戦　D 3P

男一般・30・45才

女一般・30・40才 楽天ジャパンオープン 10/5(月)～10/11(日) 東京 大会事務局

サンシルバーテニス大会 ベテラン男女・複 9/26(土) 9/27 鴨池 8/26 協会 全国実業団対抗 10/9(金)～10/11(月) 広島 大会事務局

一般男女S・D 予選・ベテラン 10/13 1/16(土) 17(日) スーパージュニア 10/12(月)～10/18(日) 大阪 関西協会 鹿児島ＬＴＣ

ベテラン男45・55S・D 10/10(土)～12(月) 10/23 鴨池 1/23(土) 24(日) 全国選抜ジュニア 10/16(金)～10/18(日) 岡山 JTA

65S・D  50女D 本戦 10/25 知覧 1/17(日) 全国ねんりんピック 10/17(土)～10/19(月) 山口 厚生労働省

ベテラン男70D  混合D 10/17(土)～24(土) 1/23(土) 24(日) ジャパンオープンジュニア 10/20(火)～10/25(日) 愛知 JTA

九州ブロックレディース県予選 一般女 D 10/14(水)15(木) 10/16 鴨池 9/22 女子連 全日本大学王座 10/21(水)～10/25(日) 岐阜 学連

JLTF県支部初心者大会 一般女 D 10/27(火) 10/28 鴨池 10/5 女子連

山形屋杯JLTF秋季大会 一般女 D(A・B・C) 11/5(木)6(金) 11/9 鴨池 10/14 女子連 チャレンジ大会 2/20(土)21(日) 鴨池 協会

第33回少中高職員大会 団体戦　D 3P 12/5(土)6(日) 鴨池 11/13 教職員連盟 ジュニア選抜室内九州予選 10/30(金)～11/3(火) 福岡 九州協会 テニスの日 ９月２３日(水)

団体・男D2・S3 協会 中牟田杯選抜ｼﾞｭﾆｱ 11/3(火)～11/8(日) 福岡 九州協会 (レッスン・無料開放) (当日会場受付)

団体・女1・S2 南日本新聞 ダンロップ九州決勝大会 11/7(土)～11/8(日) 宮崎 九州協会

南日本放送 全国レディース 11/12(木)～11/14(土) 東京 女子連

第33回教職員大会 団体・D3ポイント 12/5(土)6(日) 鴨池 11/13 教職員連盟 選抜高校九州大会 11/13(金)～11/16(月) 宮崎 高体連

第6回東急会カップ 団体・D3ポイント 12/9(水)10(木) 12/14 鴨池 11/17 女子連 九州ハードコート 11/28(土)～12/4(金) 福岡 九州協会

クラブ対抗 団体・D3ポイント 12/12(土)13(日) 12/23 鴨池 11/11 協会 全日本室内学生 11/29(日)～12/6(日) 大阪 学連

一般男女(A・B・C) 日本リーグ1stステージ 12/3(木)～12/6(日) 神奈川 大会事務局

★第３０回　春季 ベテラン男45(A・B) 2/28(日） 日本リーグ2stステージ 1/22(金)～1/24(日) 神奈川 大会事務局

ダンロップスリクソン ベテラン男55・65・70 3/5（土）6（日） 全国選抜高校 3/20(日)～3/26(土) 福岡 大会実行委

ベテラン女45 九州室内選手権 2/13(土)～2/21(日) 福岡 九州協会

ﾅｲｽﾚﾃﾞｨｰｽ55才以上 団体戦 2/4(木) 松元 1/20 女子連 九州中学新人 3/28(月)～3/29(火) 佐賀 中体連

大分 九州協会

鹿・宮対抗戦 一般男女・高校・ジュニア 7/4(土)5(日) 宮崎 協会

7/24(金)～7/26(日)

協会

全日本選手権 10/30(金)～11/8(日)

国　　体 9/27(日)～9/30(水)

第2６回実業団 11/21(土)～23(月) 11/28 鴨池 9/10

鴨池 協会

鴨池 協会

鹿児島県民体育大会
12/19(土)～27(日) 鴨池 協会

3/12 鴨池 1/28 協会

東京 JTA

プライズトーナメント 3/19(土)20(日) 知覧

学長杯　　080-5608-6494  中堀

携帯電話　080-5270-4969
グリーンテニス　　　255-0754

URL  http://www.kagoshima-tennis-association.jp
★印は、ポイント取得大会です(学長杯はAクラスのみ)

ジュニア委員会　090-5380-1001  　　/　　 女子連　252-6167

〒892-0822　鹿児島市泉町2番3号そうしん本店ビル3Ｆ

鹿児島クラブ　　　090-2509-5701

TEL 099-222-4969      FAX 099-201-5296

鹿児島県テニス協会　事務局

知覧 協会樋口杯(ジュニア) 3/19(土)～27(日) 鴨池

グリーン

★鹿児島県選手権大会 9/9 協会

MUFGジュニア 加世田 協会

高校樋口杯 2/6(土)～9(火) 鴨池・知覧 協会

和歌山 JTA

県中学新人戦

会長杯 1/4(月)～6(水)

知覧 グリーン

県小学生大会 鴨池 協会

カルテット・ｄｅ・カップ 2/21(日)2/27(土) 知覧

初心者ダブルス大会 2/13(土)14(日)

第16回市長杯 3/13(日) 鴨池 鹿児島市協会

9/5(土)9/6(日) 9/13 鴨池 8/5 協会

9/19(土)20(日) 鴨池 鹿児島県他

県選ジュニア 鴨池 協会

新春トーナメント 1/2(土)3(日) 枕崎市営 枕崎協会

九州ジュニアサーキット

新春シングルス 1/2(土)3(日) 知覧 グリーン

知覧 グリーンBクラスダブルス大会 1/9(土)10(日)

10/24(土) 25(日)

グリーン

高校新人戦 10/7(水)～11(日) 鴨池・知覧 県高体連

クリスマストーナメント 12/6(日) 知覧 グリーン

知覧

シグナルトーナメント 知覧

サマージュニア(高) 8/8(土)～11(火) 鴨池・知覧 協会

★学長杯 6/13 5/9 学連 県中学総体 7/21(火)～22(水)

フレンドリーカップ

鴨池・知覧 県中体連

桜島オープン
サマージュニア(小中) 7/29(水)～8/1(土) 鴨池 協会

全国都市対抗 JTA岩手

9/12(土)13(日) 知覧 グリーン

5/24(日) 南さつま市 4/21

鹿児島市協会

鹿児島市郡中体連大会 6/17(水)18(木) 鴨池 県中体連

グリーンテニスカップ 8/22(土)23(日) 知覧 グリーン

6/6(土)7(日) 鴨池 協会
市民体育大会 7/25(土)26(日) 鴨池

国体九州ブロック 7/19(日)～7/20(月)

グリーン

インターハイ予選 5/23(土)～27(水) 鴨池・知覧 県高体連 シグナルトーナメントサマー 知覧 グリーン

鴨池 協会 タッグチャレンジ 6/20(土)21(日) 知覧

国体予選(少年少女)

4/11(土)12(日) 知覧

県中学校大会 鴨池 協会 ちらんピオン 5/3(日)4(月) 知覧 グリーン

3/5 市高体連大会 4/21(火)22(水) 鴨池 市高体連 ブリヂストンカップ

　　　鹿児島県テニス協会　平成２７年度　大会予定表　（平成２７年４月～平成２８年３月）

一　　　般　　　大　　　会 高　校　・　ジ　ュ　ニ　ア　大　会 主　な　九　州　・　全　国　大　会 そ　の　他　の　県　内　大　会

第３４回職域大会 団体・D3ポイント 4/12(日) 4/18 鴨池 グリーン

★第４８回樋口杯 5/4 鴨池 3/17 協会

県小学校大会


