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大　　会　　名 期　　日 会場

第３８回春季職域テニス大会 ４／１土・２日 団体戦　Ａ、Ｂ、Ｃ　クラス別（２複１単） 県

平成２９年度沖縄県国体予選会 女子４／１５土、１６日・男子５／２０土、２１日 成年男女単 県レク・漫・奥

平成２９年度春季テニス選手権大会
（兼第９２回全日本テニス県予選大会）

４／２９土、３０日
５／３水祝・４木祝・６土：予備７日

奥

２０１７日本スポーツマスターズ県予選 ５／１４日　　予備５／２１日 奥

第３２回沖縄県ミックスダブルステニス選手権大会 ６／４日　予備６／１７日 奥

第３５回チーム対抗テニス大会 ６／２４土・２５日 県

平成２９年度夏季テニス大会
７／８土・９日・１５土・１６日・２９土・
３０日

奥

２０１７　ＯＢインターハイ ８／２７日　予備９／２土 団体戦 奥

第３９回ダンロップ杯テニス大会
９／１６土・１７日・１８月祝(予備
9/30）

奥

第３９回秋季職域テニス大会 １０／１日・７土 奥

平成２９年度沖縄県テニス選手権大会 １０／８日・２１土・２８土・２９日 奥、漫

第１０回トータルエイジ大会 １２月　　※調整中 奥

創立５０周年記念大会 １２/９土・１０日 ※計画中 県、レク

第１８回米地杯ベテランテニス大会 １２/２土 漫

第４６回沖縄県新春テニストーナメント H３０年１／２１日・２７土・２／３土 漫

第１３回沖縄オープン国際ベテランテニス選手権大
会

H３０年２月　※調整中 奥、漫

第３２回ＭＳ杯クラス別テニス大会 ３／３土・４日・１０土・２１水祝 県

(協会主管大会）

大会名 期　　日 主催者 種目 会場

第９回沖縄ねんりんピック（ねんりんピック2018沖縄
県予選会）

９／２３土
沖縄県社会福祉
協議会

男子　６０、７０才以上複
女子　６０才以上複

奥

沖縄県スポーツ・レクリエーション祭(テニス競技） １０／２２日
沖縄県スポーツ
振興課

団体戦（クラス別）、ベテ
ラン

奥、漫

県民体育大会 １１／１８土・１９日 沖縄県 市郡対抗団体戦 八重山

（女子連盟・ベテランズ協会・学生連盟）

大会名 期　　日 主催・主管 種目 会場

第６２回ベテランズ大会 ４／２６水 ベテランズ協会 ベテラン男女 奥

第１３回ベテランズお楽しみチーム戦 ５／２４水 ベテランズ協会 ベテラン男女 奥

第３３回桑名杯テニス大会 ５／１３土・２０土 女子テニス連盟 一般女子      複 奥

平成２９年度春季学生リーグ ５月 学生連盟 大学男女　　団体戦

プリンスレディーステニストーナメント２０１７ ６／２３金・３０金 女子テニス連盟 一般女子　　　　複 奥

平成２９年度学生シングルステニス大会 ６月 学生連盟 大学男女　　　　単

第１５回ピンクリボン杯 ７／８土・２２土 女子テニス連盟 一般女子、５０才、　複 漫

平成２９年度夏季学生選手権大会 ７月 学生連盟 大学男女　　　単･複
ソニー生命第３９回全国レディーステニス県予選大
会

８／１９土・２０日・２６土 女子テニス連盟 一般女子　　　　複 奥

平成２９度秋季学生リーグ ９月 学生連盟 大学男女　　　団体戦

第３５回トリムテニス大会 ９／３０土・１０／８日・２９日 女子テニス連盟 一般男女　　　　複 漫

第６３回ベテランズ大会 ９／１３水 ベテランズ協会 ベテラン男女 奥

第１４回ベテランズお楽しみチーム戦 ９／２７水 ベテランズ協会 ベテラン男女 奥

平成２９年度学生ダブルステニス大会 １１月 学生連盟 大学男女　　　　複

平成２９年度冬季学生選手権大会 １２月 学生連盟 大学男女　　　単、　複

第６４回ベテランズ大会 ２／１４水 ベテランズ協会 ベテラン男女 漫

第１５回ベテランズお楽しみチーム戦 ２／２８水 ベテランズ協会 ベテラン男女 漫

第３６回クラス別テニストーナメント
H３０年１/２８日・２/４日・３/１０土・１
７土

女子テニス連盟 一般男女　　　　複 漫

平成２９年度学生室内テニス選手権大会 ３月 学生連盟 大学男女　　　単･複

※県：県総合運動公園、奥：奥武山運動公園、漫：漫湖市民庭球場、県レク：県総レクドーム、東：東風平庭球場、う：うるま市具志川

ベテラン男女　ペア合計１００才、１１０才、
１２０才、１３０才　複

平成２９年度沖縄県テニス協会　行事日程表
１．一般の部（県協会主催）

種　　目

男子３５才単、４５才複、女子４０才単・複

一般男女（オープン・中級・初級）　単・複
男子３５、４５、５５、６５、７０　単・複
女子３５、４５、５５、６５　　単・複

クラス別　　混合複

団体戦（クラス別）

一般男・女（オープン・中級・初級）　単・複
男子３５、４５、５５、６５、７０　単・複
女子３５、４５、５５、６５　　単・複

一般男女　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　ｸﾗｽ別　複
ベテラン男女　４５才以上　複

団体戦　Ａ、Ｂ、Ｃ　ｸﾗｽ別（２複１単）

一般男・女（オープン・中級・初級）　単・複
男子３５、４５、５５、６５、７０　単・複
女子３５、４５、５５、６５　　単・複

一般男女（オープン・中級・初級）　複
ベテラン男女　３５、４５、５５、６５　複

ベテラン男女　４５、５５、６５、７０　複

ベテラン男女　４５、５０、５５、６０、６５、
７０、７５　単・複

男女　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　クラス別　単



２．ジュニアの部(県協会主催）

大　　会　　名 期　日 種　　目 会　場 主管

第４７回天沼杯テニス大会／第４６回玉友
杯テニス大会（県高校総体予選）

４/８土・９日・１５土・１６日・２２土・２３日・２９
土・３０日

高校　　単・複 奥、県、漫 高体連

平成２９年度沖縄県国体予選会 ７／１土・２日 中３，高校男女選抜　単 奥 国体委員会

平成２９年度夏季ジュニアテニス大会
７／２４月・２６水・２７木・２８金・２９土・３１月・８
／２水・５土・６日

U10単
U12、U14、U16、U18単・複

奥、県、漫
ジュニア委員会
高体連

H２９沖縄県中学１、２年生ダブルス大会 ８／９水・１０木・１１金・１２土・１３日 中学生　複 奥･レク 県中体連

H２９沖縄県中学　団体戦 ９／２土・９土・１０日 中学生　複 県 県中体連

ダンロップジュニア２０１７
（２０１８全国選抜ジュニア県予選）

９／１６土・１７日・１８月祝：予備日２３土 U-14，U-12 　　単・複 県、県レク ジュニア委員会

第１３回小中学生初級者テニス大会
（ワイワイカップ２０１７）

９／３０土・１０／７土・８日：予備日１４土 小・中学生（初心者） 県、県レク ジュニア委員会

平成２９年度沖縄県ジュニアテニス選手権
大会

１１／３金祝・４土・５日・１１土・１２日・２３木祝・
２５土・２６日・１２／２土・９土・１０日・１６土

U10単
U12、U14、U16、U18単・複

奥、漫、
県、レク

ジュニア委員会
高体連

MＵＦGジュニアテニストーナメント２０１８
沖縄県予選

H３０年１／２７土・２８日 Ｕ－１６選抜　　単 県、県レク ジュニア委員会

第３７回沖縄県中学新人テニス大会 ２／３土・４日・１２月祝・１７土・１８日 中学生　団体・単・複 奥、県、漫 県中体連

第３４回小学生テニス選手権大会 ２／２４土・３／３土・４日 小学生　　単・複 県、漫 ジュニア委員会

２０１７リトルキッズチャレンジテニス ３／１０土・１１日・１７土・１８日 小学生以下　単 奥 ジュニア委員会

第４７回春季少年少女テニス大会
３／２４土・２５日・２６月・２８水・２９木・３０金・
３１土・４／１日・２月・３火・４水・５木

U10単
U12、U14、U16、U18単・複

奥、漫、
県、レク

ジュニア委員会
高体連

（協会主管大会）

大　会　名 期　　日 種　　目 会　場 主催者

新報児童オリンピック(テニス競技） ７／２９土・３０日 小学生以下　単 県 琉球新報社

DUNLOP全国選抜ジュニア九州大会 ２／８木・９金・１０土・１１日 U12、U14　単・複 県、県レク 九州テニス協会

（高体連・中体連大会）

大　会　名 期　　日 種　　目 会　場 主催者

平成２９年度沖縄県高校総体 ５／２７土・２８日・２９月・３０火・３１水・６/１木 高校生　団体・単・複 奥、漫 高体連

那覇地区中体連 ６／９金・１０土・１１日・１８日 中学生　団体・単・複 奥 那覇地区中体連

中頭地区中体連 ６／２金・３土・４日 中学生　団体・単・複 県、県レク 中頭地区中体連

島尻地区中体連 ６／９金・１０土・１１日 中学生　団体・単・複 県、県レク 島尻地区中体連

平成２９年度県中学総体 ７／２１金・２２土・２３日・２４月・２５火 中学生　団体・単・複 県、県レク 県中体連

第３８回高校新人テニス大会 １０／１４土・１５日・１６月・１７火・１８水 高校生　団体 奥、漫 高体連

那覇地区中体連新人大会 １２／２５月・H３０年１／６土・７日・８月祝 中学生　団体・単・複 漫 那覇地区中体連

中頭地区中体連新人大会 １２／２３土・２４日・H30１／８月祝 中学生　団体・単・複 県、県レク 中頭地区中体連

島尻地区中体連新人大会 H30年１／１３土・１４日 中学生　団体・単・複 県、県レク 島尻地区中体連

県：県総合運動公園、奥：奥武山運動公園、漫：漫湖市民庭球場、県レク：県総レクドーム、東：東風平庭球場、う：うるま市具志川

沖縄県テニス協会　　事務局　　〒901-0152　那覇市小禄　１－３－２５（パラシオ大橋１０１）　　　
　ＴＥＬ：８５８－９１２０（平日１１：００～１６：００）　ＦＡＸ：８５８－８６８３　　Ｅメール： ota2000@dream.ocn.ne.jp　ホームページ： http://ota.e-raku2.jp/

2017.10.23

平成２９年度沖縄県テニス協会　行事日程表

※沖縄県テニス協会主催の大会に参加するには、会員登録が必要です。(団体戦を除く）

会員登録はネットエントリーシステムから行ってください。

https://ota-tennis.jp/ ※パソコン、携帯共通

（ＨＰの操作ガイドをご参照下さい。）



行　事　名 開催期日 開催地

新中学１年生初心者ﾃﾆｽ講習会 ５／３水・４木 浦添市屋内運動場

２０１７　テニスの日 ９／２３土祝 各市郡会場にて開催

兵庫・沖縄ジュニア交流テニス大会 １／４木～７日 漫湖・県レク

大　会　名 開催期日 開催地

MUFGジュニアテニストーナメント2017 ４／４水～８土 愛知　東山

第３６回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選 ５／４木～７日 大分

2017 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会
 兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会

５／１８木～２１日 千葉　吉田記念

第９１回九州テニス選手権大会 ６／３土～１６金 福岡　博多の森

第５６回全国実業団テニス大会ビジネスパル九州予選 ６／１７土～１８日 福岡　博多の森

第５２回九州インターハイ ６／１６金～１９月 鹿児島県

国民体育大会九州ブロック大会 ７／１６日～１７月 長崎

第４４回九州ジュニアテニス選手権大会 ７／１３木～１７月祝 宮崎

第３５回全国小学生テニス選手権大会 ７／２８金～７／３０日 東京　第一生命相娯園

第１０８回全国インターハイ ８／１火～８火 福島県　会津総合運動公園

第４４回全九州中学生テニス選手権 ８／４金～６日 福岡

全日本ジュニアテニス選手権’１７ ８／８火～１７木 大阪　靫　江坂

第４４回全国中学生テニス選手権 ８／１８金～２４木 沖縄県　県総合

第40回全国高等専門学校テニス選手権大会 ８／２３木～２５土 千葉

第７１回九州毎日少年少女テニス選手権大会兼ＲＳＫ杯U-13予選

第７１回九州毎日少年少女テニス選手権大会兼中牟田杯U-15予選

２０１７日本スポーツマスターズﾞ兵庫 ９／１６土～１９火 兵庫　ブルボンビーンズ

全日本テニス選手権92th西日本大会 (本戦WC決定試合) ９／２０水～２３土 兵庫　ブルボンビーンズ

第7９回全日本ベテランテニス選手権大会　３５，４５，５５，６５，７５，８５歳１０／１日～１１水 福岡　博多の森

第7９回全日本ベテランテニス選手権大会　４０，５０，６０，７０，８０歳 １０／１日～１１水 名古屋　東山

第７２回国民体育大会 １０／１日～４水 愛媛県　県総合

ねんりんピック　秋田　２０１７ ９／９土～１１月 秋田

2017 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 １０／１３金～１５日 岡山　岡山市浦安

ピンクリボンテニス大会 １０/１６月～１８水 神奈川

第９２回全日本テニス選手権 １０／２１土～１０／２９日 東京　有明

平成29年度JOCジュニアオリンピックカップ
第38回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 九州地域予選

１０／２７金～２９日 福岡　博多の森

2017 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第35回 中牟田杯） １０／３１火～１１／５日 福岡　博多の森

第３９回ダンロップ九州決勝大会 １１／１１土～１２日 宮崎　生目

第３９回全国レディース決勝大会 １１／８水～１１土 東京

第４０回全国選抜高校九州大会 １１／１８土～２０月 佐賀

九州ブロックレディース大会 １１／２１火～２２日 福岡　

第38回 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会
（JOCジュニアオリンピックカップ）

１２／１４木～１７日 兵庫　ブルボンビーンズ

２０１８DUNLOP CUP全国選抜ジュニア九州予選 ２／９金～２／１２月祝 沖縄　県総合

第４０回全国選抜高校テニス大会 ３／２１水～２６月 福岡　博多の森

３．その他　［県内交流会・講習会・イベント］

［九州大会、全国大会］

８／１５火～９／１金 福岡　博多の森


