
201８年度　北信越テニス協会ジュニア大会日程
期日 主管県 会　場

平成30年3月29日(木)～31日(土)予
備日4月1日(日)

富山県 富山市：岩瀬スポーツ公園テニスコート

5月25日(金)～28日(月)
予備29日(火）

福井県 福井市：福井運動公園県営テニス場

6月16日(土)～18日(月)予備日
19日（火）

長野県 松本市：信州スカイパークテニスコート

6月15日(金)～17日(日)予備日
18日（月）

新潟県 南魚沼市：大原運動公園テニスコート

7月14日(土)～17日(火)
予備日18日(水)

新潟県 長岡市：希望が丘テニス場

7月14日(土)～17日(火)
予備日18日(水)

石川県 能美市：辰口丘陵公園テニスコート

7月28日(土)予備29日(日） 富山県 富山市：岩瀬スポーツ公園テニスコート

8月錬24日(金)・25日(土)～26
日(日)

長岡市チャンピオンシップテニス大会(国体少年男女） 新潟県 長岡市：希望が丘テニス場

8月25日(土)～8月27日(月) 新潟県 南魚沼市：大原運動公園テニスコート

9月7日(金)～10日(月)予備日
11日（火）

富山県 富山市：岩瀬スポーツ公園テニスコート

10月19日(金)～21日(日) 長野県 松本市：信州スカイパーク

10月27日(土)～29日(月) 長野県 松本市：浅間温泉庭球公園

11月3日(土)予備4日（日） 長野県 長野市：南長野運動公園

調整中 石川県 金沢市：いしかわ総合スポーツセンター

　　　　　

201８年度　 ジュニア全国大会等　日程
期日

4月10日(火）～14日(土）

5月17日（木）～20日（日）

7月27日（金）～30日（月）

8月1日（水）～8月8日（水）

8月8日(水）～8月17日(金)

8月18日(土）～24日（金）

8月23日(木)～25日(土)

9月30日(日)～10月3日(水)

10月12日(金)～10月14(日)

10月15日(月)～10月21日(日)
予選：10/13.14

10月23日(火)～10月28日(日)
予選：10/21～22

１0月30日(火)～11月4日(日)

12月13日（木）～16日（日）

3月20日（水）～26日（火）

3月29日（金）～31日（日）

第39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)

兵庫：ブルボンビーンズドーム

大阪市長杯2018世界スーパージュニアテニス選手権
大会（ITF:GA)

大阪：靭テニスセンター

第４１回全国選抜高校テニス大会 福岡：博多の森テニス競技場

第７回全国選抜中学校テニス大会(団体戦）  香川：香川県総合運動公園テニス場

DUNLOP　SURIXONジャパンオープンジュニアテニ
ス選手大会2018（ITF：G1）

愛知：東山公園テニスセンター

2018　U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会
(第37回中牟田杯）

福岡：博多の森テニス競技場

第4１回全国高等専門学校テニス選手権大会 大分：

第73回国民体育大会　テニス競技(福井国体)
福井：福井運動公園テニス場(成年)
わかばテニスコート(少年)

2018　RSK全国選抜ジュニアテニス大会 Ｕー13 岡山：岡山市浦安テニスコート

第108回全国高等学校総合体育大会テニス競技 三重：四日市ドームほか

DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権’
18  supported by NISSHINBO

大阪：靭テニスセンター/江坂テニスセンター

2018 第4５回全国中学生テニス選手権大会 広島：広島広域公園テニスコート

MUFGジュニアテニストーナメント2018 愛知：東山公園テニスセンター

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代表選考会

千葉：吉田記念テニス研修センター

第36回全国小学生テニス選手権大会 東京：第一生命相娯園グランドテニスコート

中牟田杯全国選抜ジュニア北信越地域予選大会
（U15）

全国選抜高等学校テニス大会北信越大会

北信越中学生選抜新人テニス大会（団体戦）

北信越地区県対抗小学生テニス大会（団体戦）

大会名 会　場

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北信越地域予選大会

大会名

2018　DUNLOP　CUP全国選抜ジュニアテニス選手権大
会北信越地域予選大会（Ｕ１４．１２）

北信越中学生テニス選手権大会（個人戦）

北信越小学生テニス選手権大会

北信越高等学校体育大会テニス競技

北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ18・16）

北信越ジュニアテニス選手権大会（Ｕ14・12）

北信越中学生テニス選手権大会（団体戦）

RSK全国選抜ジュニア北信越地域予選大会（U13）



　　　種　　目
全国大
会ドロー
サイズ

※全国大
会への北
信越代表
枠

北信越予選大会
各 県 参  加  枠

試　合　方　法 期　　間

Ｕ１４男女Ｓ 各３２名 各２名
各６名＋前年１位＋前年
Ｕ１２の１位

Ｕ１２男女Ｓ 各32名 各２名 各６名＋前年１位、２位

中学生男女Ｓ 各６４名 各３名 各６名＋前年１、２位

中学生男女Ｄ 各３２組 各１組 各３組＋前年１位

男女団体 各３２校 各2校 各県２校 １日予備１日

男女団体 各３２校 各２校 各県２校 １日予備１日

Ｕ１８男女Ｓ 各６４名 各４名
各６名＋前年１位＋前年
Ｕ１６の１位

Ｕ１８男女Ｄ 各３２組 各２組 各３組＋前年１位

Ｕ１６男女Ｄ 各３２組 各２組 各３組＋前年１位

Ｕ１４男女Ｄ 各３２組 各２組 各３組＋前年１位

Ｕ１２男女Ｓ 各４８名 各３名 各６名＋前年１位、２位

Ｕ１２男女Ｄ 各２４組 各２組 各３組＋前年１位

Ｕ１５男女Ｓ 各６４名 各５名 各６名＋前年１位、２位

Ｕ１５男女D 各４８組 各４組 各６名＋前年１位、２位

小学生男女Ｄ 各県男女各１チーム ３セットマッチ ２日間

〒 TEL FAX

石川県 921-8105 076-227-9201 076-227-9204

富山県 930-2718 076-491-1386 076-495-6990

福井県 910-0026 0776-25-2844 0776-25-2844

新潟県 940-1106 0258-32-4507 0258-32-0860

長野県 390-0852 0263-48-6883 0263-48-6663

北信越 930-0155 076-436-5120 076-436-7746

日本テニス協会 150-8050 03-3481-2321 03-3467-5192

※赤字は今年度変更されたものです。

３日間　　　　　　予備１日

３日間

※ドント方式（過去３年間の地域別実績）により全国大会への北信越代表枠が増えることもあります。

各１名

各２名

４県

Ｕ１８男女Ｓ 各６名＋前年１位・２位各３２名

各６名＋前年１、２位

各６名＋前年１位＋前年
Ｕ１４の１位

各６名＋前年１位＋前年
Ｕ１２の１位

３セットマッチ

各６名＋前年１位・２位 各３２名

各１６組

各１６組

各１６組

小学生男女Ｓ

Ｕ１６男女Ｓ

Ｕ１４男女Ｓ

各４名

各４名

Ｕ１３男女Ｓ

２０１８年度全国大会、北信越大会、参加一覧表

大　　会　　名

北信越ジュニア委員会

３セットマッチ ３日間　　　　　　予備１日

各４名 ３セットマッチ各64名

ドローサイズ

４日間　　　　　　予備１日

各６４名

各６４名

各３２名 ３セットマッチ

４日間　　　　　　予備１日３セットマッチ

３セットマッチ

各３２名

各１６組

各３２名

各３２名

各３２名

各３２名

4日間　　　　　　予備１日

三村　 功

各３２名

４日間　　　　　　予備１日

４日間　　　　　　予備１日３セットマッチ

山元  政明

北信越各県テニス協会　事務局所在地

金沢市平和町２－１３－１８ALKO 2F 吉田　俊朗

各３２名

各１６組

住所

各３２名

各３２名

鈴木　宏

責任者

福井市光陽3-10-7　ヤスマＧＴＣ内

長岡市宮内4-6-36

松本市鳥立929-9

富山市三熊4-2　池多ＴＣ内

東京都渋谷区神南1-1-1岸記念体育館内

中西　秀和

川崎　敏弘

石原　法男

中牟田杯全国選抜Ｊｒ

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

全日本選抜室内ジュニア
選手権大会

北信越小学生団体戦

各３２名

各３２組

富山市婦中町分田272-1スポーツメイトアキレス内

ＤＵＮＬＯＰ　ＣＵＰ
全国選抜ジュニア

全国小学生
テニス選手権

全国中学生
テニス選手権

全国選抜新人大会

全日本ジュニア
テニス選手権

ＲＳＫ全国選抜Ｊｒ


