
月月月月 日日日日 月月月月 日日日日

1111 金金金金 1111 木木木木

10101010 日日日日 県シングルス選手権大会 兼 全日本予選会県シングルス選手権大会 兼 全日本予選会県シングルス選手権大会 兼 全日本予選会県シングルス選手権大会 兼 全日本予選会 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 2222 金金金金

17171717 日日日日 県クラブ対抗大会 （男・女・ｼﾆｱ男女）県クラブ対抗大会 （男・女・ｼﾆｱ男女）県クラブ対抗大会 （男・女・ｼﾆｱ男女）県クラブ対抗大会 （男・女・ｼﾆｱ男女） 燕燕燕燕 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 3333 土土土土

23232323 土土土土 ハイスクールジャパンカップ県予選会 （予備日　24）ハイスクールジャパンカップ県予選会 （予備日　24）ハイスクールジャパンカップ県予選会 （予備日　24）ハイスクールジャパンカップ県予選会 （予備日　24） 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 県小学生学年別大会県小学生学年別大会県小学生学年別大会県小学生学年別大会 長　岡長　岡長　岡長　岡 希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場

24242424 日日日日 ２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 秋季　県シニア選手権大会秋季　県シニア選手権大会秋季　県シニア選手権大会秋季　県シニア選手権大会 村　上村　上村　上村　上 荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ

昭和の日昭和の日昭和の日昭和の日 29292929 金金金金 春季 県選手権大会（男・女）春季 県選手権大会（男・女）春季 県選手権大会（男・女）春季 県選手権大会（男・女） 村　上村　上村　上村　上 荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ 9999 金金金金 (9～11)全日本ｼﾆｱ選手権(9～11)全日本ｼﾆｱ選手権(9～11)全日本ｼﾆｱ選手権(9～11)全日本ｼﾆｱ選手権 鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市鈴鹿市

30303030 土土土土 10101010 土土土土

1111 日日日日 11111111 日日日日 県クラブチーム選手権大会県クラブチーム選手権大会県クラブチーム選手権大会県クラブチーム選手権大会 十日町十日町十日町十日町 総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日 3333 火火火火 17171717 土土土土

みどりの日みどりの日みどりの日みどりの日 4444 水水水水 18181818 日日日日 (18)北信越ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(18)北信越ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(18)北信越ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(18)北信越ﾚﾃﾞｨｰｽ大会 新潟市新潟市新潟市新潟市

第28回 県小学生大会兼全日本予選会　(予備日 5/29五泉)第28回 県小学生大会兼全日本予選会　(予備日 5/29五泉)第28回 県小学生大会兼全日本予選会　(予備日 5/29五泉)第28回 県小学生大会兼全日本予選会　(予備日 5/29五泉) 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 19191919 月月月月

少年の部国体予選　中学３年生予選会少年の部国体予選　中学３年生予選会少年の部国体予選　中学３年生予選会少年の部国体予選　中学３年生予選会 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日 23232323 金金金金 後援後援後援後援 太田芳郎杯県中学生大会（予備日　24）太田芳郎杯県中学生大会（予備日　24）太田芳郎杯県中学生大会（予備日　24）太田芳郎杯県中学生大会（予備日　24） 柏　崎柏　崎柏　崎柏　崎 白竜･駅前ﾃﾆｽｺｰﾄ白竜･駅前ﾃﾆｽｺｰﾄ白竜･駅前ﾃﾆｽｺｰﾄ白竜･駅前ﾃﾆｽｺｰﾄ

8888 日日日日 66国体第一次選考会(成年の部)・マスターズ第一次選考会66国体第一次選考会(成年の部)・マスターズ第一次選考会66国体第一次選考会(成年の部)・マスターズ第一次選考会66国体第一次選考会(成年の部)・マスターズ第一次選考会 胎　内胎　内胎　内胎　内 国際交流公園国際交流公園国際交流公園国際交流公園 25252525 日日日日 シニア混合大会シニア混合大会シニア混合大会シニア混合大会 村　上村　上村　上村　上 瀬波ﾃﾆｽｺｰﾄ瀬波ﾃﾆｽｺｰﾄ瀬波ﾃﾆｽｺｰﾄ瀬波ﾃﾆｽｺｰﾄ

11111111 水水水水 第16回 春季県レディース大会　（予備日18）第16回 春季県レディース大会　（予備日18）第16回 春季県レディース大会　（予備日18）第16回 春季県レディース大会　（予備日18） 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 30303030 金金金金

21212121 土土土土 1111 土土土土

22222222 日日日日 (22)北信越実業団ﾘｰｸﾞ(22)北信越実業団ﾘｰｸﾞ(22)北信越実業団ﾘｰｸﾞ(22)北信越実業団ﾘｰｸﾞ 高岡市高岡市高岡市高岡市 2222 日日日日

27272727 金金金金 後援後援後援後援 高校総合体育大会　（男子）27～29高校総合体育大会　（男子）27～29高校総合体育大会　（男子）27～29高校総合体育大会　（男子）27～29 上  越上  越上  越上  越 上越総合ﾃﾆｽｺｰﾄ上越総合ﾃﾆｽｺｰﾄ上越総合ﾃﾆｽｺｰﾄ上越総合ﾃﾆｽｺｰﾄ 3333 月月月月

県中学校選手権大会県中学校選手権大会県中学校選手権大会県中学校選手権大会 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 4444 火火火火

共催共催共催共催 ねんりんピック　交流大会ねんりんピック　交流大会ねんりんピック　交流大会ねんりんピック　交流大会 燕燕燕燕 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 5555 水水水水 第24回 堀川杯秋季県ﾚﾃﾞｨｰｽ大会　(予備日10/12)第24回 堀川杯秋季県ﾚﾃﾞｨｰｽ大会　(予備日10/12)第24回 堀川杯秋季県ﾚﾃﾞｨｰｽ大会　(予備日10/12)第24回 堀川杯秋季県ﾚﾃﾞｨｰｽ大会　(予備日10/12) 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場

31313131 火火火火 9999 日日日日 YONEX杯　県選手権大会　（高校・一般）YONEX杯　県選手権大会　（高校・一般）YONEX杯　県選手権大会　（高校・一般）YONEX杯　県選手権大会　（高校・一般） 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場

1111 水水水水 14141414 金金金金

3333 金金金金 後援後援後援後援 高校総合体育大会　（女子）3～5  （予備日 6）高校総合体育大会　（女子）3～5  （予備日 6）高校総合体育大会　（女子）3～5  （予備日 6）高校総合体育大会　（女子）3～5  （予備日 6） 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 15151515 土土土土

5555 日日日日 協力協力協力協力 スポーツフェスティバル　スポーツフェスティバル　スポーツフェスティバル　スポーツフェスティバル　 十日町十日町十日町十日町 総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 16161616 日日日日 (15～17）ねんりんピック(15～17）ねんりんピック(15～17）ねんりんピック(15～17）ねんりんピック 熊本市熊本市熊本市熊本市

12121212 日日日日 県実業団選手権 兼 全日本予選会県実業団選手権 兼 全日本予選会県実業団選手権 兼 全日本予選会県実業団選手権 兼 全日本予選会 新発田新発田新発田新発田 五十公野公園五十公野公園五十公野公園五十公野公園 (12)第17回 北信越小学生大会(12)第17回 北信越小学生大会(12)第17回 北信越小学生大会(12)第17回 北信越小学生大会 上越市上越市上越市上越市 28282828 金金金金 (28～30）日本実業団リーグ(28～30）日本実業団リーグ(28～30）日本実業団リーグ(28～30）日本実業団リーグ 福知山市福知山市福知山市福知山市

14141414 火火火火 第33回 全日本ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会県予選会 （予備日21）第33回 全日本ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会県予選会 （予備日21）第33回 全日本ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会県予選会 （予備日21）第33回 全日本ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会県予選会 （予備日21） 新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 29292929 土土土土 県高校新人選抜選手権大会県高校新人選抜選手権大会県高校新人選抜選手権大会県高校新人選抜選手権大会 (29～30）全日本ｸﾗﾌﾞ選手権(29～30）全日本ｸﾗﾌﾞ選手権(29～30）全日本ｸﾗﾌﾞ選手権(29～30）全日本ｸﾗﾌﾞ選手権 白子町白子町白子町白子町

18181818 土土土土 31313131 月月月月

19191919 日日日日 66国体第二次選考会(成年の部）・マスターズ第二次選考会66国体第二次選考会(成年の部）・マスターズ第二次選考会66国体第二次選考会(成年の部）・マスターズ第二次選考会66国体第二次選考会(成年の部）・マスターズ第二次選考会 村　上村　上村　上村　上 荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ 1111 火火火火

24242424 金金金金 5555 土土土土 (5～8）ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(5～8）ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(5～8）ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(5～8）ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭 栃木市栃木市栃木市栃木市

25252525 土土土土 札幌市札幌市札幌市札幌市 6666 日日日日 小学生学年別６年生大会小学生学年別６年生大会小学生学年別６年生大会小学生学年別６年生大会 燕燕燕燕 燕市体育館燕市体育館燕市体育館燕市体育館

ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ　県ジュニア選手権大会ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ　県ジュニア選手権大会ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ　県ジュニア選手権大会ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ　県ジュニア選手権大会
                        （小６～高２）U-14・U-17                        （小６～高２）U-14・U-17                        （小６～高２）U-14・U-17                        （小６～高２）U-14・U-17

新　潟新　潟新　潟新　潟 新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場 16161616 水水水水 共催共催共催共催 第8回 県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱ交流大会第8回 県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱ交流大会第8回 県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱ交流大会第8回 県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱ交流大会 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

県シニア選手権大会県シニア選手権大会県シニア選手権大会県シニア選手権大会 柏　崎柏　崎柏　崎柏　崎 駅前公園駅前公園駅前公園駅前公園 18181818 金金金金

30303030 木木木木 19191919 土土土土 県学年別小学生大会兼全国大会予選会（男子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（男子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（男子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（男子） 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

1111 金金金金 20202020 日日日日

3333 日日日日 (3）北信越選手権大会(3）北信越選手権大会(3）北信越選手権大会(3）北信越選手権大会 上越市上越市上越市上越市 21212121 月月月月

66国体選考会（少年の部）  （予備日 10 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）66国体選考会（少年の部）  （予備日 10 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）66国体選考会（少年の部）  （予備日 10 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）66国体選考会（少年の部）  （予備日 10 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ） 27272727 日日日日 県ｲﾝﾄﾞｱ大会 兼 北信越ｲﾝﾄﾞｱ県予選会県ｲﾝﾄﾞｱ大会 兼 北信越ｲﾝﾄﾞｱ県予選会県ｲﾝﾄﾞｱ大会 兼 北信越ｲﾝﾄﾞｱ県予選会県ｲﾝﾄﾞｱ大会 兼 北信越ｲﾝﾄﾞｱ県予選会 上　越上　越上　越上　越 ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ

国体最終選考会（成年の部)・マスターズ最終選考会国体最終選考会（成年の部)・マスターズ最終選考会国体最終選考会（成年の部)・マスターズ最終選考会国体最終選考会（成年の部)・マスターズ最終選考会 30303030 水水水水

16161616 土土土土 1111 木木木木

23232323 土土土土 3333 土土土土 都道府県対抗全日本中学生県予選会都道府県対抗全日本中学生県予選会都道府県対抗全日本中学生県予選会都道府県対抗全日本中学生県予選会 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

24242424 日日日日 8888 木木木木

26262626 火火火火 9999 金金金金

27272727 水水水水 (28～8/4）(28～8/4）(28～8/4）(28～8/4） 男・青森市男・青森市男・青森市男・青森市 10101010 土土土土

28282828 木木木木  全日本高校選手権大会 全日本高校選手権大会 全日本高校選手権大会 全日本高校選手権大会 女・大館市女・大館市女・大館市女・大館市 11111111 日日日日 県連　創立８０周年記念式典県連　創立８０周年記念式典県連　創立８０周年記念式典県連　創立８０周年記念式典 新　潟新　潟新　潟新　潟 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗﾎﾃﾙｵｰｸﾗﾎﾃﾙｵｰｸﾗﾎﾃﾙｵｰｸﾗ

29292929 金金金金 都道府県対抗全日本中学生県代表決定戦都道府県対抗全日本中学生県代表決定戦都道府県対抗全日本中学生県代表決定戦都道府県対抗全日本中学生県代表決定戦 燕燕燕燕 市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ

30303030 土土土土 高校団体選抜インドア大会高校団体選抜インドア大会高校団体選抜インドア大会高校団体選抜インドア大会 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

31313131 日日日日 県選手権大会兼全日本選手権県予選会（男・女）県選手権大会兼全日本選手権県予選会（男・女）県選手権大会兼全日本選手権県予選会（男・女）県選手権大会兼全日本選手権県予選会（男・女） 村　上村　上村　上村　上 荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ 県高校選抜インドア大会　（男子）県高校選抜インドア大会　（男子）県高校選抜インドア大会　（男子）県高校選抜インドア大会　（男子） 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

1111 月月月月 県高校選抜インドア大会　（女子）県高校選抜インドア大会　（女子）県高校選抜インドア大会　（女子）県高校選抜インドア大会　（女子） 燕燕燕燕 市民体育館市民体育館市民体育館市民体育館

4444 木木木木 (4～7）全日本小学生選手権大会(4～7）全日本小学生選手権大会(4～7）全日本小学生選手権大会(4～7）全日本小学生選手権大会 福知山市福知山市福知山市福知山市 北信越中学インドア県予選会（男子）北信越中学インドア県予選会（男子）北信越中学インドア県予選会（男子）北信越中学インドア県予選会（男子） 燕燕燕燕 市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ市体育館･ｽﾎﾟﾗﾝ

5555 金金金金 (5～7）全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人)(5～7）全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人)(5～7）全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人)(5～7）全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(個人) 島根県島根県島根県島根県 北信越中学インドア県予選会（女子）北信越中学インドア県予選会（女子）北信越中学インドア県予選会（女子）北信越中学インドア県予選会（女子） 小千谷小千谷小千谷小千谷 小千谷総合体育館小千谷総合体育館小千谷総合体育館小千谷総合体育館

6666 土土土土 県中学１､２年生大会　（男子）県中学１､２年生大会　（男子）県中学１､２年生大会　（男子）県中学１､２年生大会　（男子） (5～11）全日本学生選手権大会(5～11）全日本学生選手権大会(5～11）全日本学生選手権大会(5～11）全日本学生選手権大会 川口市 他川口市 他川口市 他川口市 他 24242424 土土土土 県学年別小学生大会兼全国大会予選会（女子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（女子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（女子）県学年別小学生大会兼全国大会予選会（女子） 五　泉五　泉五　泉五　泉 五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館五泉市総合会館

7777 日日日日 県中学１､２年生大会　（女子）県中学１､２年生大会　（女子）県中学１､２年生大会　（女子）県中学１､２年生大会　（女子） 大晦日大晦日大晦日大晦日 31313131 土土土土

13131313 土土土土 元旦元旦元旦元旦 1111 日日日日

14141414 日日日日 14141414 土土土土

15151515 月月月月

17171717 水水水水 (15)北信越選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会(15)北信越選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会(15)北信越選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会(15)北信越選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 石川石川石川石川

18181818 木木木木 29292929 日日日日 (29)北信越中学生ｲﾝﾄﾞｱ大会(29)北信越中学生ｲﾝﾄﾞｱ大会(29)北信越中学生ｲﾝﾄﾞｱ大会(29)北信越中学生ｲﾝﾄﾞｱ大会 富山市富山市富山市富山市

19191919 金金金金 31313131 火火火火

21212121 日日日日 ２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会 上　越上　越上　越上　越 1111 水水水水

23232323 火火火火 5555 日日日日 (5）全日本インドア選手権(5）全日本インドア選手権(5）全日本インドア選手権(5）全日本インドア選手権 大阪市大阪市大阪市大阪市

24242424 水水水水 11111111 土土土土 ２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会２級審判員検定会および研修会 燕燕燕燕

25252525 木木木木 12121212 日日日日 県シニアインドア選手権大会県シニアインドア選手権大会県シニアインドア選手権大会県シニアインドア選手権大会 村上村上村上村上 村上体育館　他村上体育館　他村上体育館　他村上体育館　他

26262626 金金金金 19191919 日日日日

27272727 土土土土 29292929 水水水水

28282828 日日日日 県中学１年生大会県中学１年生大会県中学１年生大会県中学１年生大会 新発田新発田新発田新発田 五十公野公園五十公野公園五十公野公園五十公野公園 1111 木木木木

31313131 水水水水 シニアレディース県大会シニアレディース県大会シニアレディース県大会シニアレディース県大会 燕燕燕燕 燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 11111111 日日日日 評議員会評議員会評議員会評議員会 新　潟新　潟新　潟新　潟

26262626 月月月月

27272727 火火火火

28282828 水水水水

29292929 木木木木 (29～30）全日本高校選抜大会(29～30）全日本高校選抜大会(29～30）全日本高校選抜大会(29～30）全日本高校選抜大会 名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市

30303030 金金金金 (29～31）全国小学生大会(29～31）全国小学生大会(29～31）全国小学生大会(29～31）全国小学生大会 白子町白子町白子町白子町

31313131 土土土土

H23.4.19H23.4.19H23.4.19H23.4.19

3333
(26～28）(26～28）(26～28）(26～28）
 都道府県対抗全日本中学生大会 都道府県対抗全日本中学生大会 都道府県対抗全日本中学生大会 都道府県対抗全日本中学生大会

伊勢市伊勢市伊勢市伊勢市

新潟県ソフトテニス連盟新潟県ソフトテニス連盟新潟県ソフトテニス連盟新潟県ソフトテニス連盟

長野長野長野長野

15151515 日日日日

2222 (11・12)日本リーグ入替戦(11・12)日本リーグ入替戦(11・12)日本リーグ入替戦(11・12)日本リーグ入替戦 名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市

日日日日

天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日 23232323 金金金金

H24H24H24H24
1111

(14･15)(14･15)(14･15)(14･15)
 北信越高校選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 北信越高校選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 北信越高校選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会 北信越高校選抜ｲﾝﾄﾞｱ大会

上越総合運動公園･燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ上越総合運動公園･燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ上越総合運動公園･燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ上越総合運動公園･燕ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ

11111111 (18～21)(18～21)(18～21)(18～21)
ジュニアジャパンｶｯﾌﾟジュニアジャパンｶｯﾌﾟジュニアジャパンｶｯﾌﾟジュニアジャパンｶｯﾌﾟ
（Step４)（Step４)（Step４)（Step４)

宮崎市宮崎市宮崎市宮崎市

12121212

(8～11）日本リーグ(8～11）日本リーグ(8～11）日本リーグ(8～11）日本リーグ 広島市広島市広島市広島市

17171717 土土土土

18181818

(10･11)JOC杯･(10･11)JOC杯･(10･11)JOC杯･(10･11)JOC杯･
 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会

広島市広島市広島市広島市

(17～19）(17～19）(17～19）(17～19）
 日本スポーツマスターズ2011 日本スポーツマスターズ2011 日本スポーツマスターズ2011 日本スポーツマスターズ2011

石川県石川県石川県石川県
能登町能登町能登町能登町

10101010

（2～5）（2～5）（2～5）（2～5）
第66回　国体第66回　国体第66回　国体第66回　国体

山口県山口県山口県山口県
宇部市宇部市宇部市宇部市

(14～16）全日本選手権大会(14～16）全日本選手権大会(14～16）全日本選手権大会(14～16）全日本選手権大会
長野県長野県長野県長野県
松本市松本市松本市松本市

県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会 北　信　越　大　会北　信　越　大　会北　信　越　大　会北　信　越　大　会 全　国　大　会全　国　大　会全　国　大　会全　国　大　会

9999

(2～4)(2～4)(2～4)(2～4)
　競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　Step-３北信越ﾌﾞﾛｯｸ大会　Step-３北信越ﾌﾞﾛｯｸ大会　Step-３北信越ﾌﾞﾛｯｸ大会　Step-３北信越ﾌﾞﾛｯｸ大会

長野長野長野長野
松本市松本市松本市松本市 (3･4）全日本社会人選手権大会(3･4）全日本社会人選手権大会(3･4）全日本社会人選手権大会(3･4）全日本社会人選手権大会 大分市大分市大分市大分市

4444 日日日日

平成２３年度　大 会 お よ び 行 事 日 程 表平成２３年度　大 会 お よ び 行 事 日 程 表平成２３年度　大 会 お よ び 行 事 日 程 表平成２３年度　大 会 お よ び 行 事 日 程 表

7777

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県
瑞波市瑞波市瑞波市瑞波市

大阪市大阪市大阪市大阪市

千葉県千葉県千葉県千葉県
白子町白子町白子町白子町

奈良県奈良県奈良県奈良県
明日香村明日香村明日香村明日香村

村　上村　上村　上村　上

希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場

新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場新潟市庭球場

荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ荒川ﾃﾆｽｺｰﾄ

8888

5555
(21･22）(21･22）(21･22）(21･22）
 全日本シングルス選手権大会 全日本シングルス選手権大会 全日本シングルス選手権大会 全日本シングルス選手権大会

26262626 日日日日

6666

(24～26）(24～26）(24～26）(24～26）
 ハイスクールジャパンカップ ハイスクールジャパンカップ ハイスクールジャパンカップ ハイスクールジャパンカップ

(23・24）東日本選手権大会(23・24）東日本選手権大会(23・24）東日本選手権大会(23・24）東日本選手権大会

(22～28）(22～28）(22～28）(22～28）
 日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会 日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会 日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会 日･韓･中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会

(17～19）(17～19）(17～19）(17～19）
　全国中学校大会　全国中学校大会　全国中学校大会　全国中学校大会

(27・28）(27・28）(27・28）(27・28）
　北信越国民体育大会　北信越国民体育大会　北信越国民体育大会　北信越国民体育大会

(18・19)(18・19)(18・19)(18・19)
 北信越高校選手権大会 北信越高校選手権大会 北信越高校選手権大会 北信越高校選手権大会

長　岡長　岡長　岡長　岡 希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場希望が丘ﾃﾆｽ場

長　岡長　岡長　岡長　岡

(5・6)(5・6)(5・6)(5・6)
 北信越中学生選手権大会 北信越中学生選手権大会 北信越中学生選手権大会 北信越中学生選手権大会

新　潟新　潟新　潟新　潟

( 3～5）( 3～5）( 3～5）( 3～5）
 世界選手権 日本代表予選会 世界選手権 日本代表予選会 世界選手権 日本代表予選会 世界選手権 日本代表予選会

高岡市高岡市高岡市高岡市

広島市広島市広島市広島市

高岡市高岡市高岡市高岡市

長野市長野市長野市長野市

(29～31）(29～31）(29～31）(29～31）
 全日本実業団選手権大会 全日本実業団選手権大会 全日本実業団選手権大会 全日本実業団選手権大会

9999 土土土土

愛知県愛知県愛知県愛知県
一宮市一宮市一宮市一宮市

(24～26)(24～26)(24～26)(24～26)
 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(団体) 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(団体) 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(団体) 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽ大会(団体)

東京都東京都東京都東京都
江東区江東区江東区江東区

県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会県　　内　　大　　会 北　信　越　大　会北　信　越　大　会北　信　越　大　会北　信　越　大　会 全　国　大　会全　国　大　会全　国　大　会全　国　大　会

（13～15）国体強化合同合宿（13～15）国体強化合同合宿（13～15）国体強化合同合宿（13～15）国体強化合同合宿
（全種別）（全種別）（全種別）（全種別）

後援後援後援後援 県中学校総合体育大会　　　（予備日28・29）県中学校総合体育大会　　　（予備日28・29）県中学校総合体育大会　　　（予備日28・29）県中学校総合体育大会　　　（予備日28・29）

28282828 土土土土

こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日 5555 木木木木

H23H23H23H23

4444


