
期日 大　会　名　 種　目 主管協会、委員会（コート） 申込締切日
３／１・８・２０ 三重県中学生テニス選手権大会(個人の部) 男女Ｓ、Ｄ Ｊｒ委員会（中学校連盟） ２／１７
２６・（２７） 兼東海地区中学生テニス選手権三重県予選大会 （桑名総合：12面）

３／２１ （２２） 全国実業団(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ)県予選 団体（男・女） 四日市・強化国体委員会 ２／２９
　（四日市テニスセンター）

４／２・３ 第３８回全国小学生テニス選手権大会 男女Ｓ Ｊｒ委員会 ３／１４
　　　　　（１２） 　　　　三重県予選大会 　（四日市テニスセンター：１６面）

４／５・１１ 全日本県予選兼 一般男・女Ｓ、Ｄ 行事委員会 ３／３
１８・１９　（５/４） 　　三重県テニス選手権大会 ＯＶ４５・５５男女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１６面）

５／５・６ ＯＶ６５男Ｓ、Ｄ 　男女Ｓ本戦　（ｼｪﾙﾀｰ４面）

４／２５・２６ 三重県中学生テニス選手権大会(団体の部) 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） ４／１３
（２９） 兼東海地区中学生テニス選手権三重県予選大会 　（三滝テニスコート：１０面）

５／９ 三重県中学生RSCテニス大会 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） ４／１３
　（四日市ドーム：１２面）

５／１０ 三重県テニス中学校招待（団体の部） 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） ４／２７
　（5/12　四日市Tｾﾝﾀｰ：１２面）

未定 三重県国体選手選考会 成年（男・女）Ｓ 四日市・強化国体委員会
５／１０ 都市対抗ベテラン代表選考会 ＯＶ４５男女D・５５男Ｄ 　普及委員会（四日市テニスセンター） ４／２０

５／２１（２８） 第33回全国健康福祉祭 ＯＶ６０・７０男Ｄ 普及委員会 ４／３０
　　　　　予定 ねんりんピック三重県代表選考会 ＯＶ６０女Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：８面）

５／２４ 三重県社会人テニス 男女Ａ・ＢＤ 桑名 ４／２４
　　　　（３１） 　　選手権大会（ダブルスの部） 　（桑名総合：　９面）

５／２３・２４ ダンロップ三重県選抜 Ｕ－１８・１６・１４・１２ Ｊｒ委員会 ４／２２
６／６・７ 　　ジュニアテニス選手権大会 　　　　　各男女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：16面）

　　　（１３・１４） 　（四日市テニスセンター：14面）

６／７（１３） 三重県ミックスダブルス 年齢別ミックス 松阪 ５／７
　　　　　　テニス選手権大会 一般、ＯＶ４０、ＯＶ５５ 　（中部台運動公園他）

６／２０ 全日本都市対抗テニス大会 県テニス協会国体委員会
シュミレーション大会 　（四日市テニスセンター：12面）

６／２０・２１ 日本スポーツマスターズ ＯＶ３５男Ｓ、ＯＶ４５男Ｄ 行事委員会 ５／１９
　　　　　（２７） 　　　　　　　　　　　２０２０大会 ＯＶ４０女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１２面）

７／４・５ 三重県夏季テニス選手権大会 一般男・女Ｓ、Ｄ 行事委員会 ６／２
１１・１２・２５ 　　　ベテランＪＯＰ対象大会 ＯＶ45男女Ｓ・Ｄ・55男女 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：16面）

　　　　　（２６） Ｓ・Ｄ、65男Ｓ・Ｄ

７／４（５） 中牟田杯ダブルス三重県予選 男女D Jr.委員会 ６／１
　(桑名総合：９面）

７／２３（２４） 第５回みえAGFサマーグリーンボール大会 男女混合シングルス 普及委員会 ６／２３
　　　　　 小学１～６年生 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：16面）

７／２３～２５ 三重県中学生夏季テニス大会 男女Ｓ、Ｄ Ｊｒ委員会（中学校連盟） ６／２９
（２８） 　　　　　　　 　（桑名総合：１２面）

８／２２～２４ 三重県中学２年生テニス大会 男女Ｓ、Ｄ Ｊｒ委員会（中学校連盟） ７／１３
（２５） 　　　　　　　 　 （三滝テニスコート：１０面）

　※（　　）内は予備日

２０２０年度三重県テニス協会主催・主管大会一覧　　　　　　　は主管大会

※ＯＶ＝以上、Ｕ＝以下　　　桑名総合＝ＮＴＮ総合運動公園



期日 大　会　名　 種　目 主管協会、委員会（コート） 申込締切日

８／２２・２３ ダンロップトーナメント三重大会 一般男女Ａ・Ｂ　Ｓ、Ｄ 行事委員会 ７／２１
２９・３０　(９/５） ＯＶ４５・５５男女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１６面）

ＯＶ６５男Ｓ、Ｄ

９／２０（２１） 東海Jｒ．トーナメント三重県予選大会 男女D Jr.委員会 ８/２６
　（桑名総合：9面）

９／２０・２１ みえスポーツフェスティバル２０２０ 年齢別ＭＩＸ－Ｄ 普及委員会
郡市町対抗団体戦 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：２０面） ８／３１

１０／３．４ 志波杯団体戦 男女団体戦 伊勢 ９／４
　　（１０／１１） 　　　　　　　　 　（伊勢市営テニスコート：１２面）

１０／３ 健康ベテラン OV４０．５０.６０MIX団体戦 普及委員会 ９／１５
　　　　　　（１７） 　　　　スポレク三重県大会 OV４０．５０.６０MIX個人戦 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１２面）

１０／４ 三重県社会人テニス 男女Ａ・ＢＳ 鈴鹿 ９／４
　　　　　　（１８） 　　　選手権大会（シングルス） 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１６面）

１１／１ 三重県団体テニス選手権大会 男女団体 行事委員会 ９／２９
　（四日市ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ（屋内）：８面）

１１／１・３・７ 三重県中学１年生テニス大会 男女Ｓ、Ｄ Ｊｒ委員会（中学校連盟） １０／１９
（１４） 　　　　　　 　 （三滝テニスコート：１０面）

１１／７・８ ブリヂストンスポーツ杯 一般男女Ａ・Ｂ　Ｓ、Ｄ 行事委員会 １０／６
　　　１４・１５ 　　　　　　　　　　　三重大会 ＯＶ４５・５５男女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１６面）

　　　　　　（２１） ＯＶ６５男Ｓ、Ｄ

１１／２８・２９ ヨネックスジュニア Ｕ－１２男女Ｓ Ｊｒ委員会 １０／２８
　　　　　（１２／５） 　　　　　　　　テニストーナメント 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：17面）

１１／２８・２９ 三重県中学生新人テニス大会（団体の部） 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） １１／２
（１２／５） 兼東海地区中学生新人テニス大会三重県予選 　 （三滝テニスコート：１０面）

１２／１２ 三重県中学生RWCテニス大会 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） １１／３０
　（四日市Tｾﾝﾀｰ：１２面）

１２／１２ 三重県テニス中学校冬季招待 男女団体 Ｊｒ委員会（中学校連盟） １１／３０
（団体の部） 　 （三滝テニスコート：１０面）

１２／６ 第５回みえAGFウィンターグリーンボール大会 男女混合シングルス 普及委員会 １１/１０
　　　　　（２８） 小学１～６年生 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：屋外１６面）

２１' １/９・１０・１１ 冬季ジュニア・チャレンジテニス 各年齢別男女Ｓ、Ｄ Ｊｒ委員会 １１／３０
　　　　　（１６） 　　　　　　選手権大会 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：16面）

２１'　１/３０・３１ 東海毎日ジュニア Ｕ－１２男女Ｓ Ｊｒ委員会 １／１６
　　　　　　（２/６） 　　　　　　　Ｕ－１２選考会 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：16面）

21' ２/２０・２１ 第２３回鈴鹿ガーデンカップ 一般男女Ａ・Ｂ　Ｓ、Ｄ 行事委員会
２/２７・２８ 　　　　　（テニス競技）大会 ＯＶ４５・５５男女Ｓ、Ｄ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１６面） １／１９
　　　　　（３/６） ＯＶ６５男Ｓ、Ｄ

21'　３／７ チャンピオンシップ大会 一般男女Ｓ 行事委員会
ＯＶ４５・５５男Ｓ 　（三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿：１２面）

ＯＶ４５女Ｓ(予定）

　※（　　）内は予備日 ※ＯＶ＝以上、Ｕ＝以下　　　桑名総合＝ＮＴＮ総合運動公園


