2016年3月17日更新

2016年度 チーム対抗戦・実業団大会
週

大会日程

大会名称

大会会場

種目

使用球

29

07月22日(金)～07月24日(日)

第40回 全日本都市対抗テニス大会(愛媛大会)

愛媛：愛媛県総合運動公園テニスコート

都市対抗チーム戦

DUNLOP FORT

JTA

問い合わせ先

03-3481-2321

連絡先

34

08月26日(金)～08月28日(日)

第55回 全国実業団対抗テニス大会 (全国ビジネスパル･テニス)

広島：広域公園テニスコート

男女団体

BS-XT8

実業団事務局

03-5280-3021

40

10月07日(金)～10月09日(日)

第30回 全国実業団対抗テニストーナメント(全国A大会)

広島：広域公園テニスコート

男女団体戦

YONEX TMP80

実業団事務局

03-5280-3021

都道府県対抗チーム戦
【成年男女・少年男女】

40

10月02日(日)～10月05日(水)

第71回 国民体育大会テニス競技(希望郷いわて国体)

岩手：盛岡市立太田テニスコート(成年)
安比高原テニスクラブ(少年)

DUNLOP FORT

JTA

03-3481-2321

48

12月01日(木)～12月04日(日)

第31回 テニス日本リーグ 1stステージ

神奈川：横浜国際プール／兵庫:ビーンズドーム

男女団体戦

YONEX TMP80

実業団事務局

03-5280-3021

3

01月20日(金)～01月22日(日)

第31回 テニス日本リーグ 2ndステージ

神奈川：横浜国際プール／兵庫:ビーンズドーム

男女団体戦

YONEX TMP80

実業団事務局

03-5280-3021

6

02月10日(金)～02月12日(日)

第31回 テニス日本リーグ 決勝トーナメント

東京：東京体育館

男女団体戦

YONEX TMP80

実業団事務局

03-5280-3021

2016年度 各地域開催大会
地域

週

大会日程

北
海

21

平成28年5月28日～29日

第67回北海道都市対抗テニス大会

野幌総合運動公園テニスコート他

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

札幌テニス協会

011-531-5163

23

平成28年6月11日～12日

第55回全国実業団対抗テニス大会ビジネスパルテニス北海道予選会

野幌総合運動公園テニスコート

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

札幌テニス協会

011-531-5163

道

35

平成28年9月3日

第30回全国実業団対抗テニストーナメント北海道予選会

札幌平岡公園テニスコート

チーム対抗戦

ヨネックス-TMP80

札幌テニス協会

011-531-5163

35

平成28年9月4日

第28回全国実業団対抗テニストーナメント東北予選会

郡山TC

チーム対抗戦

ヨネックス-TMP80

福島県テニス協会

0242-26-9011

東

20

平成28年5月21日～22日

第40回東北都市対抗テニス大会・全国予選会

泉総合運動場庭球場

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

宮城県テニス協会

022-292-1300

北

24

平成28年6月18日～19日

第37回東北実業団（ビジネスパル）対抗テニス大会

会津総合運動公園、あいづドーム

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

福島県テニス協会

0242-26-9011

31

平成28年8月6日～7日

第43回東北総合体育大会テニス競技（ミニ国体）

八戸東運動公園

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

青森県テニス協会

0178-73-3035

北

21

平成28年5月28日

第40回全日本都市対抗テニス大会北信越予選会

岩瀬スポーツ公園テニスコート

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

北信越テニス協会

076-436-5120

信

22

平成28年6月4日～5日

ビジネスパル北信越予選

総合運動公園テニスコート

チーム対抗戦

北信越テニス協会

076-436-5120

越

35

平成28年9月3日～4日

実業団対抗テニストーナメント 北信越予選

福井市西公園テニスコート・あわら市ドロムパークコート

チーム対抗戦

北信越テニス協会

076-436-5120

18

平成28年5月7日

第４０回全日本都市対抗テニス大会関東地区予選大会

栃木県総合公園

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

関東テニス協会

03-3374-3008

28

平成28年7月16日～17日

第55回関東実業団対抗テニストーナメント（ビジネスパル関東大会）

栃木県総合運動公園

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

関東テニス協会

03-3374-3008

31

平成28年8月6日～7日
（成年男子のみ）

第71回国民体育大会関東地域大会（国体関東ブロック大会テニス競技）

小瀬スポーツ公園テニス場

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

関東テニス協会

03-3374-3008

36

平成28年9月9日～11日

第31回関東実業団対抗テニスリーグ戦

茨城県神栖市海浜運動公園

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

関東テニス協会

03-3374-3008

19

平成28年5月14日

桑名市総合運動公園

男女SD

ブリヂストン- XT8

東海テニス協会

052-751-0639

第30回全国実業団対抗テニストーナメント 東海予選
平成28年度 東海実業団テニストーナメント（Ａ）

関
東

東
海

大会名称

2016年 第55回全国実業団対抗テニス大会 ビジネスパル

大会会場

東海予選

種目

使用球

問い合わせ先

連絡先

35

平成28年9月3日～4日

フォレスタヒルズ

男女SD

ヨネックス-TMP80

東海テニス協会

052-751-0639

23

平成28年６月11日～12日

第５５回 全国実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）関西予選

神戸総合運動公園テニスコート

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

関西テニス協会

06-6447-5015

35

平成28年９月３日～４日

第３０回 全国実業団対抗テニストーナメント（Ａ大会）関西予選

マリンフード豊中テニスコート

チーム対抗戦

ヨネックス-TMP80

関西テニス協会

06-6447-5015

21

平成28年5月28日～29日

全日本都市対抗 中国予選

広島県立びんご運動公園テニスコート

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

中国テニス協会

082-298-3807

中

25

平成28年6月25日～26日

全国実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 中国予選大会

備前テニスセンター

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

中国テニス協会

082-298-3807

国

28

平成28年7月15日～17日

国民体育大会・テニス競技 中国ブロック大会

備前テニスセンター

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

中国テニス協会

082-298-3807

35

平成28年9月4日

全国実業団対抗テニストーナメント（A大会） 中国予選大会

広島広域公園テニスコート

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

中国テニス協会

082-298-3807

19

平成28年5月15日

第55回全国実業団対抗テニス大会四国予選

春野総合運動公園テニスコート

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

高知県テニス協会

088-843-7398

35

平成28年9月3日

第30回全国実業団テニストーナメント四国予選

愛媛県総合運動公園テニスコート

チーム対抗戦

ヨネックス-TMP80

愛媛県テニス協会

089-947-7040

14

平成28年４月９日～10日

第４０回全日本都市対抗テニス大会四国予選

松山市空港東第４公園テニスコート

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

愛媛県テニス協会

089-947-7040

14

平成28年4月9日～10日

第40回全日本都市対抗テニス大会四国予選

松山市空港東第４公園テニスコート

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

愛媛県テニス協会

089-947-7040

30

平成28年7月30日～31日

第71回国民体育大会第37回四国ブロック大会

香川県総合運動公園テニスコート

男女SD

DUNLOP FORT

香川県テニス協会

087-861-3643

24

平成28年6月18日～19日

第55回全国実業団対抗テニス ビジネスパルテニス九州予選

博多の森テニス競技場

チーム対抗戦

ブリヂストン- XT8

九州テニス協会

092-722-1605

28

平成28年7月16日～17日

国民体育大会第36回九州ブロック大会

宮崎県総合運動公園

チーム対抗戦

DUNLOP FORT

九州テニス協会

092-722-1605

31

平成28年8月6日～7日

第25回全国実業団対抗テニストーナメント九州予選

博多の森テニス競技場

チーム対抗戦

ヨネックス-TMP80

九州テニス協会

092-722-1605

関
西

四
国

九
州

