
2021年度JTA主催・共催・後援・国別大会 2021年4月更新
【国際】

予選期日 本戦期日 大会名称 開催地 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先
37 09/12(日)～09/13(日) 09/13(月)～09/19(日) 花キューピットオープン2021 広島 広島広域公園テニスコート TBA 女子 SD 未定 日本テニス協会 03-6812-9271
38 09/18(土)～09/19(日) 09/20(月)～09/26(日) 東レパンパシフィックオープンテニス2021 未定 未定 TBA 女子 SD 未定 東レPPOテニス事務局 03-3433-6780
40 10/02(土)～10/03(日) 10/04(月)～10/10(日) 楽天オープン2021 東京 有明コロシアム/有明テニスの森 TBA 男子 SD DUNLOP AO JAPAN OPEN事務局 03-6812-9272

　
【国別対抗戦】
大会週 本戦期日 大会名称 開催地 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先

9 03/05(金)~03/06(土) デビスカップ by Rakuten　プレーオフ　vs パキスタン パキスタン イスラマバード：Pakistan Sports Complex なし 男子 国別対抗戦 未定
15 04/16(金)~04/17(土) ビリージーンキングカップ by BNPパリバ　プレーオフ　vs ウクライナ ウクライナ ﾁｮﾙﾉﾓﾙｽｸ：Elite Tennis Club なし 女子 国別対抗戦 Wilson Roland Garros Clay Court

未定 ワールドジュニア アジアオセアニア最終予選 未定 未定 なし 女子Jr 国別対抗戦(14才以下)　 未定
未定 ジュニアデビスカップ アジアオセアニア最終予選 未定 未定 なし 男子Jr 国別対抗戦(16才以下)　 未定
未定 ワールドジュニア アジアオセアニア最終予選 未定 未定 なし 男子Jr 国別対抗戦(14才以下)  未定
未定 ジュニアビリージーンキングカップ アジアオセアニア最終予選 未定 未定 なし 女子Jr 国別対抗戦(16才以下)　 未定

15 04/13(火)～04/18(日) フェドカップ ワールドグループ Final ハンガリー ブダペスト：Laszlo Papp Budapest Sports Arena なし 女子 国別対抗戦 未定
未定 ワールドジュニア 決勝大会 未定 未定 なし 男女Jr 国別対抗戦(14才以下)  未定
未定 ジュニアビリージーンキングカップ 決勝大会 未定 未定 なし 女子Jr 国別対抗戦(16才以下)　 未定
未定 ジュニアデビスカップ 決勝大会 未定 未定 なし 男子Jr 国別対抗戦(16才以下)　 未定

47 11/22(月)～11/28(日) デビスカップ　ワールドグループ Final スペイン マドリッド： La Caja Mágica なし 男子 国別対抗戦 未定

【国内】
大会週 予選期日 本戦期日 大会名称 開催地 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先

14 04/06(火)～04/10(土) MUFGU16全国ジュニアテニストーナメント 2021 愛知 東山公園テニスセンター なし 男女 U16S DUNLOP AO 日本テニス協会 03-6812-9271
28 07/15日(木)～18日(日) 第45回全日本都市対抗テニス大会 栃木 栃木県総合運動公園テニスコート なし 男女 都市対抗戦 DUNLOP FORT 栃木県テニス協会 028-688-0305
33 08/18(水)～08/21(土) 第39回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 東京 武蔵野ローンテニスクラブ／相娯園グラウンドテニスコート なし 男女 S（小学生） ヨネックス
33 08/18(水)～08/21(土) 第48回全国中学生テニス選手権大会 福島 会津総合運動公園　テニスコート なし 男女 団体戦、SD（中学生） DUNLOP AO

34 08/22(日)～08/31(火) ダンロップ 全日本ジュニアテニス選手権 '21 supported by
NISSHINBO 大阪 ITC靱テニスセンター/江坂テニスセンター なし 男女 U18/16/14/12SD DUNLOP AO

37 09/14(火)～09/17(金) 第96回　全日本テニス選手権大会　東日本大会 岩手 安比高原テニスコート なし 男女 S DUNLOP FORT 岩手県テニス協会 019-646-7780
37 09/14(火)～09/17(金) 第96回　全日本テニス選手権大会　西日本大会 兵庫 ブルボンビーンズドーム なし 男女 S DUNLOP FORT 兵庫県テニス協会 078-974-7787
38 09/18(土)～09/21(火) 日本スポーツマスターズ2021 岡山 浦安総合公園テニスコート なし 男女 県代表 TOUR PLATIUNUM 日本テニス協会 03-6812-9271
40 10/01(金)～10/04(月) 第76回国民体育大会テニス競技会 三重 四日市テニスセンター/四日市ドーム なし 男女 都道府県対抗戦 DUNLOP FORT 三重県テニス協会 059-358-7360

40 10/01(金)～10/04(月) 10/01(金)～10/09(土) 第82回日本商業開発(株)全日本ベテランテニス選手権 '21 名古屋
福岡

東山公園テニスセンター
博多の森公園テニス競技場 なし 男女 SD（ベテラン各年齢） DUNLOP FORT 日本テニス協会 03-6812-9271

44 10/27(水)～10/29(金) 10/30(土)～11/07(日) 第96回　全日本テニス選手権大会 東京 有明コロシアム／有明テニスの森 2850万 男女 SDMIX DUNLOP FORT 日本テニス協会 03-6812-9271
45 11/11(木)～11/13(土) ソニー生命カップ第43回全国レディーステニス大会　全国決勝大会 東京 昭和の森テニスセンター なし 女子 都道府県対抗戦 未定 日本女子テニス連盟 03-3223-5405

【その他】
予選期日 本戦期日 大会名称 開催地 大会会場 賞金総額 種目 使用球 問い合わせ先 連絡先

30 07/24(土)～08/01(日) 第32回オリンピック競技大会（2020／東京）　テニス競技 東京 有明テニスの森 なし 男女 SDM DUNLOP AO
35 08/27(金)～09/04(土) 東京2020パラリンピック競技大会　テニス競技 東京 有明テニスの森 なし 男女 SD/Quad DUNLOP AO

03-6812-9271

日本テニス協会 03-6812-9271

日本テニス協会
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