
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 MUFGジュニア 4/5(火)～4/9(土) 愛知 JTA

南日本新聞 九州毎日選手権 4/10(日)～4/16(土) 福岡 九州協会

山形屋杯LTF39回春季 一般女　D(A・B・C) 4/14(木)15(金) 4/19 東開 3/24 女子連 小学生選手権九州予選 5/3(火)～5/6(金) 大分 九州協会

一般男女S・D 福岡国際女子2020 中　止 福岡 九州協会

ベテラン男35S・男45・55S・D 4/23(土)224(日) 鴨池 全国選抜ジュニア 5/12(木)～5/15(日) 千葉 吉田記念

ベテラン 男65S・D 75D 4/30(土) 知覧 久留米国際女子2020 5/17(火)～5/22(日) 福岡 九州協会

ベテラン女40S・D 5/1(日)3(火) 九州テニス選手権 5/29(土)～6/5(土) 福岡 九州協会

混合D 4(水) 全国ビジネスパル九州予選 6/11(土)～6/12(日) 福岡 九州協会

第27回大学教職員大会 男女D(A・B) 5/7(土) 5/8 伊集院 4/28 教職員連盟 知覧 九州ジュニア選手権 7/7(木)～7/12(火) 宮崎 九州協会

ピンクリボンレディース 一般女　D 5/10(火)11(水) 5/16 東開 4/19 女子連 加世田

5/28(土)～

6/12(日) インターハイ 7/27(水)～8/3(水) 高知 高体連

Princeレディース2022 一般女　D 6/1(水) 6/2 東開 5/11 女子連 全国小学生選手権 8/3(水)～8/6(土) 東京 JTA

九州毎日(少年少女)Ｕ13 8/9(火)～8/15(月) 福岡 九州協会

鴨池 全日本ジュニア 8/23(火)～8/30(火) 大阪 JTA

知覧 全日本学生選手権 8/15(月)～8/21(日) 三重 学連

ファミリーエンジョイ大会 チビッ子遊び・母・子D 6/26(日) ふれスポ 6/12 女子連 10/22（土）23（日） 全国中学選手権 8/17(水)～8/22(月) 群馬 JTA

第27回九州教職員県予選 一般男女・45・55・65・70 6/26(日) 7/2 伊集院 5/27 教職員連盟 10/29（土）30（日） 実業団九州予選 8/20(土)～8/21(日) 福岡 九州協会

全国ビジネスパル 8/26(金)～8/28(日) 静岡 大会事務局

11/19(土)20(日) 全国実業団対抗 9/4(日) 広島 大会事務局

桑名杯 一般女 D 7/9(土)10(日) 7/16 知覧 6/18 女子連 26(土) 花キューピットオープン 9/12(月)～9/18(日) 大阪 大会事務局

一般男女(A・B・C)

★第45回 ベテラン男45(A・B) 9/3(土)

　秋季ダンロップ ベテラン男55・65・70 9/4(日) 東レパンパシフィック 9/19(月)～9/25(日) 東京 大会事務局

ベテラン女45 九州ハードコート 9/19(月)～9/25(日) 福岡 九州協会

ソニー生命全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選 一般女 D 9/7(水)9(金) 9/13 東開 8/17 女子連

団体戦　D 3P

男一般・30・45才

女一般・30・40才 鴨池

YONEXレディース 一般女 9/24(土) 9/25 知覧 女子連 知覧

九州ブロックレディース県予選 一般女 D 9/28(水)29(木) 10/7 東開 9/14 女子連

JLTF県支部4人大会 団体・D2ポイント 10/18(火) 10/19 東開 9/27 女子連 全日本大学王座 10/8(土)～10/12(水) 愛媛 学連

一般男女S・D 予選 スーパージュニア 10/10(月)～10/16(日) 大阪 関西協会

ベテラン男35・45・55S・D 10/29(土)～30(日) 10/31 2022RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱ 10/14(金)～10/16(日) 岡山 JTA

65S・D  50女D 本戦 11/7 ジャパンオープンジュニア 10/17(火)～10/23(日) 愛知 JTA

ベテラン男70D  混合D 11/5(土)～11/10(木)

山形屋杯JLTF秋季大会 一般女 D(A・B・C) 11/15(火)16(水) 11/21 東開 10/25 女子連

団体・男D2・S3 11/23(水) 協会

団体・女1・S2 26(土) 南日本新聞

27(日) 南日本放送 ジュニア選抜室内九州予選 10/28(金)～10/30(日) 福岡 九州協会

第40回小中高職員大会 団体戦　D 3P
12/3(土)4(日)11(

日)
12/17 鴨池・伊集院 11/4 教職員連盟 全国レディース 11/10(木)～11/12(土) 東京 女子連

第11回東急会カップ 団体・D3ポイント 12/7(水) 12/8 東開 11/16 女子連

選抜高校九州大会 11/18(金)～11/21(月) 長崎 高体連

中牟田杯選抜ｼﾞｭﾆｱ
11/24(木)～11/２７

(日)
福岡 九州協会

シングルス大会 一般女　Ｓ 1/25(水)26(木) 松元 1/11 女子連 日本リーグ1stステージ 12/1(木)～12/4(日) 神奈川・兵庫 大会事務局

ナイスレディース 団体戦 1/26(木) 松元 1/11 女子連 全日本室内学生 12/7(水)～11(日) 大阪 学連

一般男女(A・B・C) 日本リーグ2ndステージ 1/18(水)～1/22(日) 神奈川・兵庫 大会事務局

★第37回 ベテラン男45(A・B) 九州室内選手権 2/2(木)～　2/5(日) 福岡 九州協会

　春季ダンロップ ベテラン男55・65・70 全国選抜ｼﾞｭﾆｱ九州地域予選 2/11(土)～2/14(火) 福岡 九州協会

ベテラン女45 全国選抜高校 3/20(月)～　26(日) 福岡 大会実行委

樋口杯(ジュニア)

厚生労働省愛媛10/28(土)～10/31(火)全国ねんりんピック

サマージュニア(高)

知覧 協会8/20(土)～22(月)サマージュニア(小中)

協会知覧県選ジュニア

協会鴨池会長杯 1/4(水)～6(金)

国体九州ブロック 7/16(土)～18(月) 熊本 九州協会

3/8 グラスホッパ県予選 4/23(土）・24（日） 知覧 協会 グリーンテニスカップ

　　　鹿児島県テニス協会　2022年度　大会予定表   　（2022年4月～2023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41回職域大会 団体・D3ポイント 4/10(日) 4/16 鴨池 5/3(火)4(水) 知覧 グリーン

県中学生大会
5/7（土）8（日）

15（日）
知覧 協会

フレンドリーカップ 9/17(土)18(日) 知覧 グリーン

★第55回樋口杯 5/5 鴨池 3/22 協会
インターハイ予選 5/21(土)～25(水) 県高体連

タッグチャレンジ 6/25(土)26(日) 知覧 グリーン

国体予選(少年少女) 6/4(土)5(日) 鴨池 協会

シグナルトーナメント
7/24(日)30(土)
31(日)8/6(土)

7(日)
知覧 グリーン

クリスマストーナメント 12/10(土) 知覧 グリーン

新春チャレンジ
シングルス

1/2(月)3(火) 知覧 グリーン

知覧ダブルス大会
1/21(土)22(日)

28(土)
知覧 グリーン

第56回市民体育大会 7/30(土)31（日)

協会8/8(月)～11(木)

国体予選 協会鴨池6/6

★学長杯 4/28 学連

一般男女

一般男女S・D(A・B)

高校新人戦 10/15(土)～19(水) 県高体連
6/4(土)5(日)

知覧

鴨池
鹿児島市

協会

新春！
交流テニス大会

1/28(土) 東開
鹿児島市

協会

知覧 8/2 協会

県中学新人戦 知覧

協会

協会

地　域　大　会

MUFGジュニア 12/3(土)4(日) 知覧

協会

県小学生大会

9/10

鹿・宮対抗戦 一般男女・高校・ジュニア 7/2(土)3(日) 鹿児島

JTA
鹿児島県民体育大会 9/17(土)18(日) 鴨池 鹿児島県他

高校樋口杯

全日本選手権西日本大会 9/13(火)～9/16(金) 兵庫

楽天ジャパンオープン 10/3(月)～10/9(日) 東京 JTA

関西協会

女子連鹿児島支部　090-7299-2394　恒吉　

教職員　090-8407-4057　坂口

第23回市長杯 3/18(土) 鴨池
鹿児島市

協会

市民向け
交流テニス大会

10/30（日) 東開
鹿児島市

協会

高体連　080-3187-0008　藺牟田

スポーツマスターズ 9/23(金)～9/26(月) 岩手 JTA

10/22(土)～10/30(日) 東京

国　　体 10/2(日)～10/5(水) 栃木

鹿児島市テニス協会　090-2089-8177　竹之内　

2/25(土) ・26（日） 知覧 協会

協会2/4(土)～2/7(火)

協会調整中

★鹿児島県選手権大会 鴨池 9/22

テニスの日 ９月23日(金) 知覧団体・D3ポイント 1/14(土)15(日) 1/21 鴨池 12/15 協会クラブ対抗

第33回実業団 12/3 鴨池 9/22

イベント

C級審判講習会（JTA) 2/4(土)・5(日) 松元 協会

C級審判講習会 7/23(土)

TEL 099-222-4969 ★印は、ポイント取得大会です(学長杯はAクラスのみ)

FAX 099-201-5296

携帯　080-5270-4969
協会

日程・会場など変更の場合がありますので

2/18（土）19（日）
各大会の主催者に確認をお願いします

2/25 知覧 1/19

学長杯　　070-8582-3129  塩見

講　習　会

協会

〒892-0822

鹿児島市泉町2番3号

JTA

鹿児島県テニス協会　事務局

グリーンテニス（知覧）　　　0993-83-1030

松元 協会

全日本選手権

協会

http://www.kagoshima-tennis-association.jp

そうしん本店ビル3Ｆ

ダンロップ九州決勝大会 11/12(土)～11/13(日) 宮崎 九州協会

http://www.kagoshima-tennis-association.jp/

