
開催時期 ２０１７年度連盟行事予定 会場 主催・主管 監督／管理

2019年1月3日 交流戦　初打ち 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-16:00　A-D 新・運営体 志田益男

2019年1月6日 稲城オープン「女子Ｄ」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-16:00　A-F Ｙ’ｓ　ｃｌｕｂ －

2019年1月11日 近隣市区対稲城選抜対抗戦（女子ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　C-E 長谷川昌枝 長谷川昌枝

2019年1月20日 稲城オープン「女子Ｄ」　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-16:00　A-F Ｙ’ｓ　ｃｌｕｂ －

2019年1月27日 稲城オープン「男子Ｄ」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-16:00　A-F 平尾 －

2019/2月 東京都市町村テニス選手権大会 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東京都市町村テニス協会 －

2019年2月17日 稲城オープン「男子Ｄ」　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-16:00　A-F 平尾 －

2019年2月18日 女子中上級大会 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　A・B 長谷川昌枝 －

2019年3月1日 近隣市区対稲城選抜対抗戦（女子ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　C-E 長谷川昌枝 長谷川昌枝

2019年3月9日 スポーツ大会ドロー会議、春季総会 総合体育館 15:40-21:00ミーティング 　志田益男 －

2019/3月 市町村対抗女子テニス大会 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ － 東京都市町村テニス協会 太田美和

2019/4月 東京都チャンピオンシップ 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ － 東京都テニス協会 佐野芳則

2019年4月7日 連盟大会「春」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D ファイン －

2019年4月14日 稲城市スポーツ大会　開会式 総合体育館 8:00-10:00 稲城市体育協会 武内佑輔

稲城市スポーツ大会　男子ＳＡ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ライジングアップ

稲城市スポーツ大会　女子Ｓ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F ナイーブ

2019年4月19日 若葉杯「初級女子Ｄ」 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D ドリームエース －

2019年4月21日 稲城市スポーツ大会　男子ＳＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F リーブズ

2019年4月28日 男女中上級大会 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　A-D 今井宗丈　太田美和 －

2019年4月29日 稲城市スポーツ大会　男子ＳＣ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F リーブズ 武内佑輔

2019年5月5日 　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ

2019年5月12日 稲城市スポーツ大会　男子ＤＡ８：30・女子ＤＡ１２：００ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F VAMOS!、平尾

2019年5月19日 稲城市スポーツ大会　女子ＤＢ　8:30 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ファイン

稲城市スポーツ大会　予備日　12:00 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F ファミリー

2019年5月22日 メルクルディ・カップ（ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-18:00　A-F リーブズ

2019年5月26日 稲城市スポーツ大会　男子ＤＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F 市役所 武内佑輔

稲城市スポーツ大会　男子ＤＣ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F 市役所

2019年6月2日 稲城市スポーツ大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ

2019年6月9日 各Ｓ準決勝以上 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ドリームエース

稲城市スポーツ大会　混合ＤＡ　12:00 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F ファミリー

2019年6月16日 稲城市スポーツ大会　混合ＤＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F 東京ちゃんぽん

稲城市スポーツ大会　混合ＤＣ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F 東京ちゃんぽん

2019年6月23日 男女中上級大会 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　A-D 長谷川昌枝 －

2019/6月 都民体育大会 有明テニスの森公園 東京都テニス協会 － 今井宗丈　長谷川昌枝

2019/6月 都民体育大会（予備日） 有明テニスの森公園 東京都テニス協会 － 今井宗丈　長谷川昌枝

2019年6月30日 稲城市スポーツ大会　中学生男子Ｄ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F グリーンキャップ 武内佑輔

2019年6月30日 稲城市スポーツ大会　中学生女子Ｄ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F Y’ｓ　ｃｌｕｂ

2019年7月7日 稲城市スポーツ大会　壮年４５・６０ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 市民クラブ

2019年7月21日 稲城市スポーツ大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ

2019/7月 市町村対抗庭球大会 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東京都市町村テニス協会 － 山田雅史

2019年8月3日 稲城クラブチャンピオンシップ（団体戦） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F ライジングアップ －

2019年8月24日 連盟大会「夏」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D ファミリー －

2019年8月17日 市民大会ドロー会議、夏季総会 総合体育館 15:40-21:00ミーティング 志田益男

2019/8月～9月初 都民生涯スポーツ大会 有明テニスの森公園 東京都体育協会 － 未定

テニス連盟年間行事予定（２０１9年度１月～２０２０年度） 作成日：平成３０年１２月１４日



開催時期 ２０１７年度連盟行事予定 会場 主催・主管 監督／管理

2019年9月1日 稲城市民体育大会　開会式 総合グラウンド 8:00-10:00 稲城市体育協会 清水利将

稲城市民体育大会　男子ＳＡ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ライジングアップ

稲城市民体育大会　女子Ｓ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F ナイーブ

2019年9月8日 稲城市民体育大会　男子ＳＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F リーブズ

2019年9月15日 稲城市民体育大会　男子ＳＣ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F リーブズ

2019年9月22日 稲城市民体育大会　男子ＤＡ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F VAMOS

稲城市民体育大会　女子ＤＡ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F 平尾

2019年9月29日 稲城市民体育大会　男子ＤＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F 市役所

稲城市民体育大会　男子ＤＣ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F

2019年10月5日 稲城市民体育大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ

2019年10月6日 稲城市民体育大会　女子ＤＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ファイン

稲城市民体育大会　混合ＤＡ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F ファミリー

2019年10月12日 シニアスポーツ振興事業 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-16:00　A-D 吉川、志田

2019年10月13日 各Ｓ準決勝以上、予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F ドリームエース 清水利将

予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F 各主管クラブ

2019年10月20日 稲城市民体育大会　中学生男子Ｓ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F グリーンキャップ

2019年10月27日 稲城市民体育大会　中学生女子Ｓ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F Y’ｓ　ｃｌｕｂ

2019年11月3日 稲城市民体育大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ

2019年11月4日 ジュニア育成（１２才以下男女） 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-D 武内佑輔

2019年11月10日 稲城市民体育大会　壮年４５・６０ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 市民クラブ 清水利将

2019年11月15日 若葉杯「初級女子Ｄ」 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D VAMOS!

2019年10月22日 稲城市民体育大会　混合ＤＢ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-12:00　A-F 東京ちゃんぽん 清水利将

稲城市民体育大会　混合ＤⅭ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 12:00-18:00　A-F 東京ちゃんぽん

2019年11月23日 ジュニア育成（１２才以下男女）予備日 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-D 武内佑輔

2019年11月24日 連盟大会「冬」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D リーブズ －

2019年11月25日 女子中上級大会 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　A・B 長谷川昌枝 －

2019年12月4日 メルクルディカップ 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F リーブズ －

2019年12月8日 若葉杯「初中級男子Ｄ」 若葉台公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-16:00　A-D VAMOS！ －

2019年12月14日 稲城市民体育大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ 清水利将

2019年12月14日 最終総会 総合体育館
15:40-21:00
ミーティング

志田益男 －

2019年12月22日 稲城市民体育大会　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:30-18:00　A-F 各主管クラブ 清水利将

2020年1月3日 交流戦　初打ち 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-D 新・運営体 －

2020年1月5日 稲城オープン「女子Ｄ」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F Ｙ’ｓ　ｃｌｕｂ －

2020年1月19日 稲城オープン「女子Ｄ」　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F Ｙ’ｓ　ｃｌｕｂ －

2020年1月26日 稲城オープン「男子Ｄ」 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F 平尾 －

2020年1月27日 近隣市区対稲城選抜対抗戦（女子ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　D-F 長谷川昌枝 長谷川昌枝

2020/2月 東京都市町村テニス選手権大会 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 東京都市町村テニス協会 －

2020年2月9日 稲城オープン「男子Ｄ」　予備日 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 8:00-18:00　A-F 平尾 －

2020年2月24日 近隣市区対稲城選抜対抗戦（女子ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　D-F 長谷川昌枝 長谷川昌枝

2020年3月27日 近隣市区対稲城選抜対抗戦（女子ダブルス） 北緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00-14:00　D-F 長谷川昌枝 長谷川昌枝

2020年3月14日 スポーツ大会ドロー会議、春季総会 総合体育館 15:40-21:00ミーティング 志田益男 －

2020/3月 市町村対抗女子テニス大会 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ － 東京都市町村テニス協会 太田美和


