
福岡県テニス協会 令和2年度行事予定表 20200225

開催月 一般 ベテラン ジュニア その他 大　　　　　　　会　　　　　　　名 場所 主催

ジュニア 第47回九州ジュニアテニス選手権大会福岡県予選（兼全日本ジュニア九州地域予選　県予選） 3/26（木） ～ 4/5（日） 春日公園 福岡

4 ジュニア 福岡県Jr強化指定選手選考会（春季） 4/1(水)～2(木)、4(土)～5(日) 新宝満川 福岡

J1-2 D 第74回九州毎日テニス選手権大会 4/4(土） ～ 4/16（木） 博多の森 福岡

月 ベテラン 福岡市協会 ねんりんピック選考会　福岡市/福岡県　 4/24(金）、27（月） 春日公園 福岡県協会・市協会

一般女子 ITF 福岡国際女子テニス2020　（6万ドル) 4/27（月） ～ 5/3(日） 博多の森 九州

F1 第9回　福岡市ベテランオープン(公) 5/4(月祝） ～ 5/7(木） 博多の森 福岡市

一般 第67回北九州テニストーナメント(一般) 5/9(土） ～ 5/10(日） 北九州 北九州

5 一般女子 ITF 久留米市ユー･エス･イーカップ国際女子テニス2020　（6万ドル) 5/11(月） ～ 5/17(日） 久留米 新宝満川 九州

F1 第67回北九州テニストーナメント（公）(ベテラン) 5/16(土）～21(木）、23(土）～24(日) 北九州 北九州

月 一般 E2 第24回福岡県テニス選手権大会（国民体育大会福岡県予選） 5/21(木） ～ 5/24(日） 博多の森 福岡

一般 ベテラン 第29回CRC健康増進テニス大会 5/24(日） 博多の森 福岡

ジュニア 春季チャレンジジュニア 5/30(土）、31(日）、6/6（土）、7(日) 海の中道 福岡

6月  ジュニア 福岡県ジュニア強化練習会 6/13(土） 海の中道 福岡

J1-1 令和2年度全日本選手権大会　福岡県予選 6/19(金）～21(日)（予選）、26(金)～28(日)（本戦） 博多の森 福岡

 ジュニア 福岡県ジュニア強化練習会 7/4(土） 海の中道 福岡

7月 E1 第19回福岡県ベテランオープンテニス夏季大会 7/17(金） ～ 7/20(月） 博多の森 福岡

成年 　 令和2年度国民体育大会　第40回九州ブロック大会 7/10(金） ～ 7/12（日） 沖縄 九州

 ジュニア 福岡県ジュニア強化練習会 8/1(土） 海の中道 福岡

8 一般 ベテラン 第46回福岡DUNROP SRIXON テニストーナメント（DUNROP SRIXON テニストーナメント九州大会県予選） 8/8(土） ～ 8/9（日） 博多の森 福岡

月 E1 2020福岡県ベテランオープン秋季大会 8/28(金） ～ 8/31(月） 博多の森 福岡

ジュニア 福岡県ジュニアマスターズ 8/29(土）、30(日) 海の中道 福岡

ジュニア 福岡県ジュニア強化練習会 9/12(土) 海の中道 福岡

9 一般 ベテラン ジュニア テニスの日　第22回テニスの日トーナメント・ねんりんスポーツ文化祭 9/22（火祝） 博多の森 福岡・緑のまちづくり

月 ジュニア 福岡県ジュニア強化指定選手選考会（秋季） 9/22（火祝）、26（土）、2７（日） 海の中道 福岡

一般 県民大会 9/26（土） 博多の森 福岡県

A 第82回日本商業開発(株)全日本ベテランテニス選手権大会'20(35･45･55･65･75･85歳以上) 10/1(木) ～ 10/10(土) 福岡（博多の森） JTA

10 ｼﾞｭﾆｱ 秋季チャレンジジュニア 10/10(土） ～ 10/11（日） 博多の森 福岡

ジュニア 福岡県ジュニアダブルス選手権 10/17（土） ～ 10/18（日） 海の中道 福岡

月 J1 アサヒ緑健オープンテニストーナメント（女子50万） 10/18(日） ～ 11/24(土） 久山テニス倶楽部 久山テニス倶楽部

ジュニア 福岡県ジュニア 強化練習会 10/25(日） 博多の森 福岡

ジュニア 福岡県ジュニア 強化練習会 10/31（土） 海の中道 福岡

11月 ジュニア 全国選抜ジュニアテニス選手権兼ワールドジュニア2021九州地域予選　福岡県予選大会 11/21（土） ～ 11/23(月祝） 博多の森 福岡

一般 第20回210グループ対抗テニス大会 11/23（月祝） 春日公園 福岡

2021 ジュニア 福岡県ジュニア強化練習会 1/9（土）、10(日) 海の中道 福岡

1 ジュニア MUFGジュニアテニストーナメント2021福岡県予選 1/16（土）、17(日) 博多の森 福岡

月 C級審判員資格認定会及び審判・ルール講習会 1/23（土） 博多の森 福岡

E1 2021福岡県ベテランオープン春季大会 1/29（金） ～ 2/1（月） 博多の森 福岡

ジュニア 福岡県ジュニア 強化練習会 1/30（土） 海の中道 福岡

2 ベテラン 福岡県ベテラン強化練習会 2/11（木祝） 春日公園 福岡

月 ジュニア 福岡県ジュニア 強化練習会 2/11（木祝） 海の中道 福岡

ジュニア 全国小学生テニス選手権大会九州地域予選 福岡県予選大会 2/27（土）、28（日）、3/6（土）、7（日） 春日公園 福岡

3 ジュニア 福岡県ジュニアマスターズ 3/13(土）、14(日) 海の中道 福岡

月 ジュニア 第48回九州ジュニア選手権大会福岡県予選（兼全日本ジュニア選手権大会九州地域予選　県予選） 3/26（金) ～ 4/5（月） 春日公園 福岡

一般及びベテラン 注）諸事情によって日程・会場その他変更がある場合もございますので、必ず大会内容・詳細・締切日などは大会要項でご確認ください。
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