
● ： ＪＴＡ選手登録要    
◎ ： ＫＴＡ選手登録要（ｼﾞｭﾆｱ可）
○ ： ＫＴＡ選手登録要（ｼﾞｭﾆｱ不可）
(ｵ) ： オープン大会

一般・ベテラン大会【香川県内大会】

区分 種目・その他
ﾜﾝｺｲﾝ
制度

大会運営委員
（◎ﾚﾌｪﾘｰ、○ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ）

大会運営団体（連絡責任者）

主催 4/ 7（日） ○ 第58回実業団対抗ﾃﾆｽ大会 香川県総合運動公園 砂芝 12 企業別団体戦 3/ 22（金） ◎北川（四電） 四国電力（中田）,JR四国（南）

* 4/ 14（日） 香川県予選（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 12 ○南（JR四国）

主催 5/ 11（土） ○ 第63回香川県ﾃﾆｽ選手権（ﾍﾞﾃﾗﾝ） 香川県総合運動公園 砂芝 20 ベテラン男女ＳＤ 4/ 19（金） ◎長田（JR四国） ＪＲ四国（南）,香川高専（徳永）

5/ 12（日） 兼日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ県予選<ﾍﾞﾃﾗﾝJOP対象大会(E2)> 〃 20 ○南（JR四国） ○徳永（香川高専）

* 5/ 25（土） 5/11：ﾍﾞﾃﾗﾝ男女S　5/12：残りﾍﾞﾃﾗﾝ男女S,ﾍﾞﾃﾗﾝ男女D 〃 20

主催 5/ 18（土） ◎ 香川県総合運動公園 砂芝 20 一般男女ＳＤ 4/ 26（金） ◎楠井（百十四） 百十四（寒川,）,高松ﾛｰﾝ（徳永）

5/ 19（日） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 20 ○中村（鎌田） 高松南（赤松）,多度津（谷口）,鎌田ｸﾗﾌﾞ（中村）

* 5/ 26（日） <JTAﾗﾝｷﾝｸﾞ対象大会> 〃 20

5/18：一般男女S　5/19：残り一般男女S,一般男女D

主催 6/ 15（土） ○ 第74回国民体育大会ﾃﾆｽ競技 香川県総合運動公園 砂芝 20 成年男女Ｓ 5/ 24（金） ◎戸田（四電） 四国電力（戸田）,ＳＴＮｅｔ（熊代）,四電ﾋﾞｼﾞﾈｽ（松本）

* 6/ 16（日） 香川県予選 ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 16 ○松浦（四電） 四変ﾃｯｸ（澁谷）

6/ 16（日） 一次予選：6/15（予備6/16） 〃 4

* 6/ 22（土） 最終予選：6/16（予備6/22） 〃 4 ＜最終予選＞◎森下（強化委員会）

主催 6/ 23（日） ◎ Wilson ABC級ﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権大会 香川県総合運動公園 砂芝 20 ABCクラス男女Ｄ 5/ 31（金） ◎多田（高松市役所） 高松市役所（多田）

* 7/  6（土） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 8 ○杉山（東かがわ市ﾃﾆｽ協会） 東かがわ市ﾃﾆｽ協会（杉山）

主管 7/ 28（日） 第68回四国テニス選手権大会 香川県総合運動公園 砂芝 20 一般男女ＳＤ （大会運営委員会）
～8/ 2（金） 高松市亀水運動ｾﾝﾀｰ 〃 8 ベテラン男女ＳＤ ◎北川　○植田,河井,南,藤原

主管 8/ 25（日） (ｵ) 第9回ﾌｼﾞﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ杯BC級社会人 香川県総合運動公園 砂芝 20 社会人ＢＣクラス 8/ 2（金） （大会運営委員会）

* 8/ 31（土） ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ　※社会人のみ ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 20 男女Ｄ，ミックスＤ ◎北川　○植田,河井,南,藤原

主催 8/ 31（土） 第33回全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 四国電力体育館 砂芝 3 企業別団体戦 （大会運営委員会）

四国予選 ﾃﾆｽｺｰﾄ ◎北川　○植田,河井,南,藤原

主催 9/ 1（日） ◎ 第42回津島杯ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 香川県総合運動公園 砂芝 20 一般男女Ｓ 8/ 9（金） ◎西村（ﾄｷﾜ） 屋島（大高）,三木ｸﾗﾌﾞ（野崎）,ｐｄｔ（溝内）

9/ 7（土） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 20 ベテラン男女Ｓ ○溝内（ｐｄｔ） ○大高（屋島） ﾄｷﾜ（河辺）,ｿﾙﾄｲﾝﾄﾞｱ多肥(小田)

* 9/ 8（日） 9/1：一般　9/7：残り一般,ﾍﾞﾃﾗﾝ 〃 20

主催 9/ 16（月） ◎ 第44回ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾘｸｿﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 香川県総合運動公園 砂芝 12 男ＡＢクラスＤ、女Ｄ 8/ 23（金） ◎後藤（ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ） ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞ（高橋）,ﾛｰﾗﾝｷﾞｬﾛ（後藤）,銀星（臼井）

* 9/ 29（日） 香川県予選 ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 14 ベテラン男女Ｄ ○高橋（ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞ） ○臼井（銀星） ｽﾎﾟﾙﾄﾌｪﾗｲﾝ高松（松下）

主催 9/ 21（土） (ｵ) うどん県ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 香川県総合運動公園 砂芝 8 ベテラン男女Ｄ 8/ 30（金） ◎東原（築地） 讃岐ｼﾆｱ（吉条）,築地（東原）

* 9/ 28（土） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 8 50歳以上～ ○吉条（讃岐ｼﾆｱ）

主催 9/ 23（月） (ｵ) 「テニスの日」 香川県総合運動公園 砂芝 20 ｸﾞﾙｰﾌﾟ団体戦 8/ 30（金） （大会運営委員会） 女子連（福田）

　　グループ対抗テニス大会 ﾃﾆｽｺｰﾄ ◎北川　○植田,河井,南,藤原

主催 10/ 5（土） ◎ YONEX ABC級ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 香川県総合運動公園 砂芝 20 ABCクラス男女Ｓ 9/ 13（金） ◎森（ﾌｫｰﾚｽﾄ） ﾌｫｰﾚｽﾄ（森）,Buzz（松原）,ｵﾘﾋﾞｱﾝ（坂本）

10/ 6（日） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 20 ○佐藤（三菱ｹﾐｶﾙ） ｱｯﾄﾞ（新井）,三菱ｹﾐｶﾙ(佐藤)

* 10/ 12（土） 10/5：男B･C　10/6：残り男B･C,全種目 〃 20

主催 11/ 4（月） ◎ 第32回ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝXT8ﾃﾆｽ大会 香川県総合運動公園 砂芝 20 一般男女Ｄ 10/ 11（金） ◎平尾（ﾗﾋﾞｯﾄ） ﾁｰﾑﾗﾋﾞｯﾄ（平尾）,香川大学（山下）,ｱｯﾌﾟﾃﾞｲﾄ（松下）

11/ 10（日） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 8 ベテラン男女Ｄ ○松下（ｱｯﾌﾟﾃﾞｲﾄ） ○山下（香川大学）

* 11/ 24（日） 11/4：一般・ﾍﾞﾃﾗﾝ　11/10：ﾐｯｸｽ　 〃 8 ミックスＤ

主管 11/ 23（土） 香川県総合運動公園 砂芝 14 男ＡＢクラスＤ、女Ｄ （大会運営委員会）

24（日） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 14 ベテラン男女Ｄ ◎北川　○植田,河井,南,藤原

主催 15（土） ◎ 第44回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会県予選 香川県総合運動公園 砂芝 20 一般男女ＳＤ 1/ 24（金） ◎河井（T.P.K） T.P.K（安田）,丸亀TC（伊藤）

2/ 16（日） ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 20 ベテラン男女Ｄ ○安田（T.P.K） Konishi TS(中条)

* 2/ 24（月） 2/15：ｼﾝｸﾞﾙｽ　2/16：残りｼﾝｸﾞﾙｽ,全種目ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 〃 20

主催 3/ 7（土） (ｵ) 第9回香川県年齢別ミックスダブルス 香川県総合運動公園 砂芝 12 30,40,50歳以上 2/ 14（金） （大会運営委員会） 三観（森実）,直島（柘植）,萩ｲﾝﾄﾞｱ（藤川）

* 3/ 22（日） テニス選手権大会 ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 6 ミックスＤ ◎北川　○植田,河井,南,藤原 今治造船(徳永),　高松帝酸(内田)

主催 3/ 7（土） (ｵ) 第33回全国健康福祉祭 香川県総合運動公園 砂芝 8 男70,60歳以上Ｄ 2/ 14（金）

* 3/ 22（日） 全国ねんりんﾋﾟｯｸﾃﾆｽ2020県予選 ﾃﾆｽｺｰﾄ 〃 6 女60歳以上Ｄ

対象

第63回香川県ﾃﾆｽ選手権（一般）兼全
日本西日本大会県予選

（2019年4月～2020年3月）

開催期日
（*予備日）

大会名称 大会会場

対象

申込期限

2019年度 ＫＴＡテニスカレンダ－

2/

対象

～11/

×

四国四県対抗兼ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾘｸｿﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ
四国決勝大会

×

対象

香川県テニス協会

×

×

対象

×

対象

対象

対象

×

×

対象

対象

対象

（案）（案）
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2019年度 ＫＴＡテニスカレンダ－ 香川県テニス協会 （案）（案）

一般・ベテラン大会【主な四国地域大会（香川県内大会を除く）】

区分 種目・その他

四国 4/ 6（土） 第43回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会 [高知県] 都市別団体戦

主催 ～4/ 7（日） 四国予選 春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

四国 5/ 11（土） 第58回実業団対抗ﾃﾆｽ大会 [徳島県] 企業別団体戦

主催 四国予選 大神子テニスセンター

四国 7/ 27（土） 第74回国民体育大会 [愛媛県] 県別団体戦

主催 28（日） 第40回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

四国 10/ 9（水） 第40回四国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会 [高知県] 県別団体戦

主催 春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

四国 2/ 3（月） 第8回四国ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 [高知県] ベテラン男女ＳＤ

主催 12（水） 春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

一般・ベテラン大会【主な全国大会】

区分 種目・その他

JTA 7/ 19（金） 第43回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会 [鹿児島県] 都市別団体戦

主催 21（日）

JTA 8/ 23（金） 第58回実業団対抗ﾃﾆｽ大会 [愛媛県] 企業別団体戦

主催 25（日） （ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ大会）

JTA 9/ 17（火） 三菱 全日本ﾃﾆｽ選手権 西日本大会 [大阪府] 一般男女Ｓ

主催 20（金） (本戦WC決定試合)

JTA 9/ 21（土） 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ [岐阜県] 男35以上S,45以上D

主催 24（火） 女40歳以上SD

JTA 9/ 29（日） 第74回国民体育大会ﾃﾆｽ競技 [茨城県] 県別団体戦

主催 2（水）

JTA 10/ 1（火） 第81回全日本ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 [福岡県] ベテラン男女ＳＤ

主催 9（水） 35･45･55･65･75･85歳以上

JTA 10/ 1（火） 第81回全日本ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権 [愛知県] ベテラン男女ＳＤ

主催 9（水） 40･50･60･70･80歳以上

JTA 11/ 9（土） 第32回全国健康福祉祭 [和歌山県] 男70,60歳以上Ｄ

主催 12（火） ねんりんﾋﾟｯｸ紀の国わかやま2019 女60歳以上Ｄ

JTA 10/ 4（金） 第33回全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ [広島県] 企業別団体戦

主催 6（日） (全国A大会)

JTA 10/ 26（土） 第94回 三菱 全日本ﾃﾆｽ選手権 [東京都] 一般男女ＳＤ

主催 3（日） （予選：10/23～10/25） ミックスＤ

JTA 11/ 7（木） [東京都] 県別団体戦

主催 9（土）

～2/

～7/

～11/ 昭和の森テニスセンター

～10/ 博多の森テニス競技場

～11/ 和歌山市立つつじが丘ﾃﾆｽｺｰﾄ

～10/ 広域公園テニスコート

～11/ 有明ｺﾛｼｱﾑ,有明ﾃﾆｽの森公園

～10/ 東山公園テニスセンター

第41回全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ決勝大会

～10/ 神栖海浜庭球場

開催期日 大会名称

～9/ ⻑良川テニスプラザ

～8/ 松山中央公園テニスコート他

～9/ ブルボンビーンズドーム

大会会場

～7/ 鹿児島県立鴨池庭球場

開催期日
（*予備日）

大会名称 大会会場
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