
種目 受付時間 会場 予備日
申込

締切日 備考 会議 レフェリー

第77回 5月25日(月)
一般男子の部・一般女子の部
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才以上の部

～８：３０ 森合 5/11(月) 当日抽選 佐藤悦子

第40回 6月13日(土)

一般男子Ⅰ部・一般女子Ⅰ部
一般男子Ⅱ部・一般女子Ⅱ部
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才以上の部
【中学生】男子の部・女子の部
【小学生】男子の部・女子の部

～８：３０ 森合 8/10(月) 5/30(土)
市長杯争奪ダブルス大会及び市民体育祭Ⅱ部の優勝者は、
次の大会からⅠ部に出場すること

◎ 沼田大樹

7月18日(土) 女子（１チーム３ダブルス） 佐藤悦子

7月19日(日) 男子（１チーム３ダブルス） 沼田大樹

第32回 9月22日(火) 祝
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才以上の部

～８：３０ 森合 9/8(火) 当日抽選 佐藤悦子

第31回 9月27日(日)
一般の部
（合計年齢）
　１００才以上・１１０才以上・１２０才以上・１３０才以上の部

～８：３０ 森合 9/13(日)
当日抽選
高校生同士不可

沼田大樹

第38回 10月11日(日)
一般男子の部・一般女子の部
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才以上の部

～８：３０ 森合 9/27(日) 高校生は各校男女１０名までとする ◎ 沼田大樹

第78回 10月19日(月)
一般男子の部・一般女子の部
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部

～８：３０ 森合 10/26(月) 10/5(月) 当日抽選 佐藤悦子

第44回 11月22日(日)

一般男子の部・一般女子の部
【男子】４５才・５０才・５５才・６０才・６５才・７０才以上の部
【女子】４５才・５０才・５５才・６０才以上の部
【中学生】男子の部・女子の部
【小学生】男子の部・女子の部

～８：３０ 森合 11/8(日) ◎ 佐藤悦子

第5回 12月6日(日)
男子の部（６人で１チーム３ペア）
女子の部（６人で１チーム３ペア）
ミックスの部（６人で１チーム３ペア）

～８：３０ 森合 12/13(日) 11/22(日)
１チーム６人限定のエントリーとする
大会当日のメンバー変更は認める

◎ 佐藤悦子

1月16日(土)
一般女子の部
【男子】６０才以上の部
【女子】５０才以上の部

佐藤悦子

1月17日(日)
前日の残り
一般男子の部

沼田大樹

第9回 5月3日(日) チーム対抗戦（１チーム２ペア） ～８：３０ あづま 5/4(月) 4/17(金) ◇ 沼田大樹

5月23日(土) チーム対抗戦（１チーム３ペア） ～８：３０ 森合 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス ◇ 佐藤悦子

8月8日(土)
一般男子Ⅱ部・一般女子Ⅱ部
【中学生】男子の部・女子の部
【小学生】男子の部・女子の部

～８：３０

8月9日(日)

前日の残り
一般男子Ⅰ部・一般女子Ⅰ部
【男子】４５才・５５才・６５才以上の部
【女子】５０才・６０才以上の部

～８：３０

第43回 10月18日(日)

一般男子の部・一般女子の部
【男子】４５才以上の部
【女子】５０才以上の部
【ビギナー】男子の部・女子の部

～８：３０ あづま 11/1(日) 10/2(金) ◇ 佐藤悦子

第43回 10月25日(日)
【中学生】男子の部・女子の部
【小学生】男子の部・女子の部

～８：３０ あづま 11/3(火) 10/9(金) ◇ 八巻真一

第34回 11月3日(火) 祝 詳細は、後日主催者より発表されます ～８：３０ 森合 11/15(日)
後日ＨＰ
にて連絡

ＨＰにて主催者より記載 ◇ 沼田大樹

　【　】内は年齢別

　　　　　　　　ドロー会議の抽選に参加協力してもらいます。(担当係は後日連絡あり）

◎印大会　当日抽選以外の大会については、６名以上の各クラブの代表者に

◇印の協力大会　　例年通りの方法とします。

★大会当日、ドロー希望者には本部から印刷しお渡しします。

★市長杯争奪ダブルス大会及び市民体育祭Ⅱ部の優勝者は、次の大会からⅠ部に出場すること。

共同募金
　チャリテイーダブルス大会

あづまオープン　（ジュニアの部）

あづまオープン　（一般の部）

市民体育祭

県民スポーツテニス福島市大会

あづま総合運動公園
　チーム対抗テニス大会

県北インドアダブルス大会

第64回

7/4(土)

大会名

2020年度大会要項

＜主催大会＞

第30回

第42回

月日

マンデー杯ダブルス大会

県北シングルス選手権大会

県北ミックスダブルス大会

県北ベテランダブルス大会

県北クラブ対抗戦

市長杯争奪ダブルス大会

マンデー杯シングルス大会

福島市民に限る(通勤・通学可）
クラブ名ではなく地区名を記入すること
県北・市テニス協会未登録者出場可
エントリー料は無料
市長杯争奪ダブルス大会及び市民体育祭Ⅱ部の優勝者は、
次の大会からⅠ部に出場すること

後日ＨＰ
にて連絡

黒澤杯チーム対抗戦

県北ダブルス選手権大会

＜協力大会＞

上野台
運動公園

当日抽選
男子チームに女子が入るのは可
協会登録人数が６人未満同士の合同を認める
大会当日のメンバー変更は認める

県北・市テニス協会

1/3(日)

後日ＨＰ
にて連絡

森合 ◎ 佐藤悦子

◎

～８：３０ 森合



種目 受付時間 会場 予備日
申込

締切日 備考 会議 レフェリー大会名

2020年度大会要項

月日

県北・市テニス協会

第37回

第37回

第37回 3月21日(土)

3月22日(日)

第37回 3月28日(土)

3月29日(日)

第25回

第25回 7月28日(火)

7月29日(水)

第24回

第24回 11月28日(土) Ｕ１８ダブルス・Ｕ１８シングルス 森合

11月29日(日) Ｕ１６シングルス 十六沼

第38回 3月20日(土) Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２ダブルス

3月21日(日) Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２シングルス

第38回 3月20日(土)

3月21日(日)

第38回 3月27日(土)

3月28日(日)

県北予選会（Ｕ１８）

県北地区

ジュニアシングルステニス選手権大会

～８：３０

3/6(金)Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２ダブルス

Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２シングルス

Ｕ１８ダブルス

Ｕ１８シングルス

Ｕ１３シングルス

Ｕ１５シングルス

3月21日(土)

3月22日(日)

5月9日(土)

5月24日(日)

3/30(月)

3/31(火)

4/4(土)

　　･名前は必ずフルネームで、参加希望種目は必ず第２希望まで記入をお願いします。

　　・締切日の１０日前から締切日当日までに申し込み先(上記）の大会申込用ポストに投入してください。

　　　　（郵送の場合は、封筒の表に大会申し込みと朱記の上、締切日に必着）

★年度途中のクラブ変更は１回までは認めます。ただし、再登録をお願いします。

★大会当日の注意事項

　　・雨天時などの大会開催の有無については会場で決定するので、受付締め切り時刻までに会場に集合してください。

　　　　（電話での問い合わせには応じません。）

　　・服装はテニスウェア（レフェリー判断）とします。

　　･ドローに名前がのった場合は、不参加でもエントリー料のお支払いをお願いします。

　　･試合方法は原則として１セットマッチ（６-６　１２ポイントタイブレーク）で行います。

　　　　(天候・コート状況により変更する場合があります。）

県北秋季ジュニアテニス選手権大会

（Ｕ１８･Ｕ１６）シングルス・ダブルス

＜ジュニアの大会＞

福島県春季ジュニアダブルス選手権

県北予選会（Ｕ１８）

福島県春季ジュニアシングルス選手権

県北地区

ジュニアシングルステニス選手権大会

県北秋季ジュニアテニス選手権大会

（Ｕ１４・Ｕ１２）シングルス

福島県春季ジュニアダブルス選手権

★エントリー料

★申込先（一般）

★ドロー会議

★問合先

中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会

ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権大会

県北予選会（Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２）

福島県春季ジュニアシングルス選手権

県北予選会（Ｕ１６・Ｕ１４・Ｕ１２）

県北予選会

県北予選会

クラブ対抗戦）　１チーム９，０００円

2021年

県北予選会（Ｕ１８）

佐藤　正則　　　　　

一般）　シングルス２，０００円　　ダブルス一組３，０００円

福島県春季ジュニア

ダブルス・シングルス選手権県北予選会

福島県春季ジュニアダブルス選手権

県北予選会（Ｕ１８）

福島県春季ジュニアシングルス選手権

★申込方法

　　･県北・市テニス協会指定の申込用紙を使用してください。

　　・その他ルール等について
「2020コートの友」 に準拠します。★ディレクター　

7月5日(日)

11月1日(日)

～８：３０

～８：３０

～８：２０

十六沼

十六沼

森合

森合

十六沼

十六沼

十六沼

～８：３０

～８：３０

～８：２０

～８：２０

中学生以下男子・中学生以下女子

高校生以下男子・高校生以下女子

Ｕ１４・Ｕ１２シングルス

～８：２０

～８：３０

3/6(金)

3/6(金)

3/6(金)

4/25(土)

5/9(土)

11/8(日)

12/5(土)

10/17(土)

11/6(金)

4/4(土)

5/16(土)

6/13(土)

8/1(土)

6/20(土)

7/18(土)森合

十六沼

4/4(日)

3/12(金)

3/12(金)
申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地

佐藤淳

4/4(日)

Ｕ１８シングルス

Ｕ１８ダブルス

～８：３０

森合 佐藤淳4/4(日) 3/12(金)

～８：２０

～８：２０

十六沼

森合

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地

佐藤淳

佐藤淳

申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地

佐藤淳

申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地

佐藤淳

申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地

八巻真一

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０ 八巻真一

　　※基本は予選リーグ⇒決勝トーナメントとし、但しエントリー数に応じては変更の場合あり。

高校生・ジュニア）　シングルス１，０００円　　ダブルス一組１，５００円

〒９６０－８００３　福島市森合字一盃森１４　正眼寺　　　　　

締切日の１～３日後　　担当レフェリーまたはディレクターを中心に行います。

県北テニス協会事務局

〒960-8071　 福島市東中央３－１７　　グリーンアカデミースポーツクラブ内　　℡０７０-２０３７-８３３０

県北大会入賞基準

　　(大会の成立は３ペアから）

　　　３～４ドロー　…　１位まで

　　　５～８ドロー　…　２位まで

　　　９ドロー以上  …　３位まで

ドロー作成基準（一般の部）

 　　①前年度同大会優勝者第１シード

 　　②前年度県・県北ランキングを参考

　　 ③抽選

　 　④当日抽選は、クラブ対抗戦以外の同じクラブ同士での対戦でも配慮しない。

連絡先：県北テニス協会　℡０７０-２０３７-８３３０

申込先：福島北高校
　〒960-0201　福島市飯坂町字後畑１番地


