
行事名 日　程 会場 会場等
1 第１４回福島県ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権 ４月８日（日） 郡山市 郡山庭球場

2 青木フルーツショップＨＤカップ ４月１４日（土） 郡山市 郡山庭球場

3 第８回東日本中学校選抜大会福島県予選会　４月２１.22日（土.日） 白河市、他 女子：4月21日、男子：4月22日

4 ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟダブルス選考会 ４月１５日（日） 郡山市 郡山庭球場

5 県高校春季大会 ４月２２日（日） 郡山市 郡山庭球場

6 第４０回福島県ﾚﾃﾞｨ-ｽｸﾗﾌﾞ対抗 ４月２２日（日） 南相馬市　10面 ３県大会４面

7 第１６回福島県ｼﾆｱ春季大会 ４月２９日（日） 須賀川市

8 ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟシングルス選考会 ４月29日（日） 二本松市

9 ステップアップツアー　シリーズ１ ４月３０日（月） 会津総合、ドーム

10 第５０回福島県選手権 ５月６日（日） 白河市

11 第３６回福島県実業団ﾘ-ｸﾞ ５月１３日（日） 二本松市

12 第４０回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ福島県予選会 ５月２０日（日）　 福島市 森合

13 第８回東日本中学校選抜大会　 ５月１９．２０日（土.日） 白河市、他 白坂の森、芦野、西一、二

14 第２６回すこやか福島ねんりんﾋﾟｯｸ ５月２４日（木） 福島市 十六沼運動公園

15 第２９回福島県小学生選手権 ５月２７日（日） 白河市

16 福島県高校体育大会 ６月1日（金）～４日（月）　予備５日 福島市 あづま

17 第１４回県小学生シングルス選手権 ６月１０日（日）　 郡山市 郡山庭球場

18 第１２回ジュニアジャパンカップ福島大会 ６月３０日（土） 会津若松市 会津総合、ドーム

19 第１４回ソフトテニスオ－プン選手権 ７月１日（日） 会津若松市 会津総合

20 第７１回県総体　成年の部 ７月７．８日（土．日）　　 福島市 あづま総合運動公園

21 第７１回県総体　少年の部 ７月１４～１６（土～月）　　 会津若松市 会津総合、ドーム

22 第６１回福島県中学校体育大会 ７月２２～２４日（日～火）　　 福島市 あづま

23 ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第１８回中学・高校合同研修大会 ７月２８．２９日（土．日） 福島市庭球場 森合とあづま両方

24 第７１回県総体ｽﾎﾟ-ﾂ少年団 ８月５日（日）　 会津総合、ドーム

25 ステップアップツアー　シリーズ２ ８月１１日（土） 会津総合、ドーム

26 第１０回中学生シングルス大会 ８月１８．１９日（土．日） 福島市庭球場

27 会津地区指導者講習会 ８月２５．２６（土．日） 会津若松市

28 第２５回福島県小学生学年別大会 ９月２日（日）　予備９月９日（日） 南相馬市 1日午後よりコート解放

29 東北学生ソフトテニス競技会 ９月８～１１日（土～火） 会津若松市

30 第３１回福島県年齢別ﾚﾃﾞィ-ｽ大会 ９月９日（日） 二本松市

31 第１７回市町村対抗小学生大会 ９月１５．１６日（土．日）　予備９月１７日（月） 福島市 ９月１７日の予備日は１２面

32 第４６回福島県社会人選手権 ９月３０日（日） 白河市

33 県高校秋季大会 10月２７日（土） 郡山市 郡山庭球場

34 第２３回福島県ﾐｯｸｽ大会 １０月７日（日） 福島市 森合

35 第１６回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会、記念イベント １０月８日（月） 福島市 福島庭球場

36 第４２回ＮＨＫ杯 １０月１３．１４日（土．日） 福島市 ｼﾞｭﾆｱ１３日、一般１４日

37 第１６回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会 １０月２１日（日） 郡山市 郡山庭球場

38 第３２回福島県ｼﾆｱ秋季大会 １０月２８日（日） 二本松市

39 第３８回中学校新人大会（個人） １１月３．４日（土．日） 福島市 福島市庭球場

40 県高校新人大会 １１月１日（木）～３日（土） 会津若松市 総合運動公園・ドーム

41 第1９回全国小学生大会予選会 １１月４日（日） 須賀川市 牡丹台

42 第３８回中学校新人大会（個人・団体） １１月１０．１１日（土．日） 福島市 福島市庭球場

43 第２９回実業団秋季大会 １１月１１日（日） 二本松市

44 都道府県対抗中学生大会二次選考会 １１月１７日（土） 郡山市 郡山庭球場

45 都道府県対抗中学生大会三次選考会 １１月１８日（日） 郡山市 郡山庭球場

46 平成３０年度指導者講習会 １１月２４．２５（土．日） 本宮市 本宮総合体育館

47 第２回ショートテニス研修会 １２月１５日（土） 福島市 福島市南体育館

48 福島県中学校ｲﾝﾄﾞｱ選手権 １２月８日（土） 郡山市 郡山総合体育館

49 いわき市連盟指導者講習会 １２月１６日（日） いわき市 勿来体育館

50 第３３回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ予選 １２月２３日（日） 二本松市 二本松総合体育館

51 第４８回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　男子 １２月２６．２７日（水．木）　 須賀川市 須賀川アリーナ

52 第４８回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　女子 １２月２２日（土）～２４日（月） 郡山市 郡山総合体育館

53 第２５回福島県小学生ｲﾝﾄﾞｱ選手権 Ｈ３１、１月５．６日（土．日） 郡山市 郡山西部体育館

54 第５２回福島県ｲﾝﾄﾞｱ選手権 Ｈ３１、１月１２．１３日（土．日） 郡山市 郡山総合体育館

55 相双連盟指導者講習会 Ｈ３１、

56 １級審判研修会 Ｈ３１、１月２０日（日） 本宮市 本宮一中

57 第７回近県選抜中学生インドア大会 Ｈ３１、２月２．３日（土、日） 田村市 田村市総合体育館

58 第３３回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ Ｈ３１、２月１０日（日） 福島市 国体記念体育館

59 県南連盟指導者講習会 Ｈ３１、２月２４日（日） 白河市 白河市国体記念体育館

60 平成３１年度理事会 Ｈ３１、３月３日（日） 福島市

61 全国中学都道府県大会結団式 Ｈ３１、３月９日（土） 福島市

62 第１３回Ｓリ－グ決勝大会 Ｈ３１、３月１７日（日） 福島市 あづま総合体育館

63 第１１回福島県中学強化研修大会 Ｈ３１、３月２１日（木） 福島市 福島市庭球場

第３０回都道府県全日本中学生大会強化練習会 １２月２２．２３（土．日） 福島市 南体育館

テニ研杯福島県クラブ対抗選抜大会 ６月３日（日） 福島市 福島市庭球場

福島市土曜授業 ６／２３、１０／２７、１１／１７、１／２６
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地区名 行事名 日　程（予定） 会　場（予定） 主催等
第２５回福島県小学生学年別大会 ９月２日（日） 南相馬市 共催

第４０回福島県ﾚﾃﾞｨ-ｽｸﾗﾌﾞ対抗 ４月２２日（日） 南相馬市 主催等

相双連盟指導者講習会 Ｈ３１、 後援

ステップアップツアー　シリーズ１ ４月３０日（月） 会津総合、ドーム 後援

第１２回ジュニアジャパンカップ福島大会 ６月３０日（土） 会津総合、ドーム 主催

第１４回ソフトテニスオ－プン選手権 ７月１日（日） 会津総合 主催

第７１回県総体　少年の部 ７月１４～１６（土～月）　　 会津総合、ドーム 主管

第７１回県総体ｽﾎﾟ-ﾂ少年団 ８月５日（日）　 会津総合、ドーム 主管

ステップアップツアー　シリーズ２ ８月１１日（土） 会津総合、ドーム 主管

会津地区指導者講習会 ８月２５．２６（土．日） 会津若松市 後援

東北学生ソフトテニス競技会 ９月８～１１日（土～火） 会津若松市 後援

県高校新人大会 １１月１日（木）～３日（土） 会津若松市 共催
いわき いわき市連盟指導者講習会 １２月９日（日） いわき市 後援

第１６回福島県ｼﾆｱ春季大会 ４月２９日（日） 須賀川市牡丹台 共催

第５０回福島県選手権 ５月６日（日） 白河市 主催

第８回東日本中学校選抜大会　福島県予選 ４月２１.22日（土.日） 白河市、他 後援

第８回東日本中学校選抜大会　 5月19.20日（土.日） 白河市、他 共催

第２９回福島県小学生選手権 ５月２７日（日） 白河市 主催

第４６回福島県社会人選手権 ９月３０日（日） 白河市 主催

第1９回全国小学生大会予選会 １１月４日（日） 須賀川市 共催

第４８回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　男子 １２月２６．２７日（水．木）　希望 須賀川市 主催

県南連盟指導者講習会 Ｈ３１、３月３日（日） 白河市国体記念体育館 後援

第１４回福島県ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権 ４月８日（日） 郡山庭球場 主催
青木フルーツショップＨＤカップ ４月１４日（土） 郡山庭球場 後援

ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟダブルス選考会 ４月１５日（日） 郡山庭球場 主管

県高校春季大会 ４月２２日（日） 郡山庭球場 主管

第１４回県小学生シングルス選手権 ６月１０日（日）　 郡山庭球場 共催

県高校秋季大会 10月２７日（土） 郡山庭球場 後援

第１６回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会 １０月２１日（日） 郡山庭球場 主催

都道府県対抗中学生大会二次選考会 １１月１７日（土） 郡山庭球場 主催

都道府県対抗中学生大会三次選考会 １１月１８日（日） 郡山庭球場 主催

福島県中学校ｲﾝﾄﾞｱ選手権 １２月８日（土） 郡山総合体育館 主催

第４８回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　女子 １２月２２日（土）～２４日（月） 郡山総合体育館 主催

第２５回福島県小学生ｲﾝﾄﾞｱ選手権 Ｈ３１、１月５．６日（土．日） 郡山西部体育館 共催

第５２回福島県ｲﾝﾄﾞｱ選手権 Ｈ３１、１月１２．１３日（土．日） 郡山総合体育館 主催

第７回近県選抜中学生インドア大会 Ｈ３１、２月２．３日（土、日） 田村市総合体育館 主催

ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟシングルス選考会 ４月29日（日） 二本松市 主管

第３６回福島県実業団ﾘ-ｸﾞ ５月１３日（日） 二本松市 後援

第３１回福島県年齢別ﾚﾃﾞィ-ｽ大会 ９月９日（日） 二本松市 後援

第３２回福島県ｼﾆｱ秋季大会 １０月２８日（日） 二本松市 後援

第２９回実業団秋季大会 １１月１１日（日） 二本松市 後援

第３３回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ予選 １２月２３日（日） 二本松市 主催
第４０回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ福島県予選会 ５月20日（日）　予備５月26日（土） 福島市庭球場 主催

第２６回すこやか福島ねんりんﾋﾟｯｸ ５月２４日（木） 十六沼運動公園 主管

福島県高校体育大会 ６月1日（金）～４日（月）　予備５日 あづま総合運動公園 共催

第７１回県総体　成年の部 ７月７．８日（土．日）　　 あづま総合運動公園 主管

第６１回福島県中学校体育大会 ７月２２～２４日（日～火）　　 あづま総合運動公園 共催

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第１８回中学・高校合同研修大会 ７月２８．２９日（土．日） 福島市庭球場・あづま 主催

第１０回中学生シングルス大会 ８月１８．１９日（土．日） 福島市庭球場 主催

第１７回市町村対抗小学生大会 ９月１５．１６日（土．日）　予備９月１７日（月） 福島市庭球場 主催

第２３回福島県ﾐｯｸｽ大会 １０月７日（日） 福島市庭球場 後援

第１６回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念イベント １０月８日（月） 福島市庭球場 主催

第４２回ＮＨＫ杯 １０月１３．１４日（土．日） 福島市庭球場 主催

第３８回中学校新人大会（個人） １１月３．４日（土．日） 福島市庭球場 主催

第３８回中学校新人大会（個人・団体） １１月１０．１１日（土．日） 福島市庭球場 主催

平成３０年度指導者講習会 １１月２４．２５（土．日） 本宮総合体育館 主催

第２回ショートテニス研修会 １２月１５日（土） 福島市南体育館 後援

第３３回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ Ｈ３１、２月１０日（日） 国体記念体育館 主催

１級審判研修会 Ｈ３１、１月２０日（日） 本宮一中体育館・研修室 主管
平成３１年度理事会 Ｈ３１、３月３日（日） 福島市 主催
全国中学都道府県大会結団式 Ｈ３１、３月９日（土） 福島西部体育館 主催

第１３回Ｓリ－グ決勝大会 Ｈ３１、３月１７日（日） あづま総合体育館 主催

第１１回福島県中学強化研修大会 Ｈ３１、３月２１日（木） 福島市庭球場 主催
テニ研杯福島県クラブ対抗選抜大会 ６月３日（日） 福島市庭球場

１月 ５日（土）、１２日（土）、１９日（土）、２６日（土） 南体育館
２月 ２月２日（土）東部、９日（土）南、２３日（土）東部 南体育館、東部体育館
３月 ２日（土）、３日（日）、１６日（土）、２３日（土） 南体育館
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行事名 日　程 会　場
1 東北高等学校春季ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ４月７～８日（土～日） 山形県山形市

2 東北学生春季大会 ５月１２～１６日（土～水） 仙台市

3 第１９回東北６県対抗シニア大会 ５月２６日（土） 岩手県北上市

4 第５８回東北選手権大会 ５月２７日（日） 岩手県北上市

5 第２８回東北小学生選手権大会 ６月１６日（土） 宮城県仙台市

6 第６１回東北高校選手権大会 ６月１６～１７日（土～日） 山形県天童市

7 第６８回東北大学総合体育大会 ６月９～１２日（土～火） 岩手県一関市

8 第３２回日本実業団ﾘ-ｸﾞ東北予選会 ６月２４日（日） 青森県青森市

9 第３９回東北レデイ－ス大会 ７月９日（月） 岩手県北上市

10 第７回東日本小学生選抜大会（旧東北小学生選抜大会） ７月１４．１５日（土．日） 宮城県仙台市

11 第４６回東北中学校ソフトテニス大会 ８月６～８日（月～水） 岩手県盛岡市太田コート

12 第４５回東北総合体育大会 ８月２4～２６日（金～日） 宮城県仙台市

13 競技者育成プログラムＳtep-3　東北・北海道ブロック ８月３１～９月２日（金～日） 宮城県仙台市

14 東北小学生シングルス大会 ９月１日（土） 岩手県北上市

15 第７５回東北学生ソフトテニス競技会 ９月８～１１日（土～火） 福島県会津若松市

16 第２８回東北小学生学年別大会 １０月７日（日） 秋田県大館市

17 東北高校私学大会 １０月１９～２１日（金～日） 青森県青森市

18 第３回東北シングルス選手権大会 １１月１１日（日） 宮城県仙台市

19 東北学生インドア １２月８．９日（土．日） 宮城県仙台市

20 第５０回東北高校ｲﾝﾄﾞｱ選手権　 平成３１年１月１８～２０日（金～日） 秋田県由利本荘市

21 第２９回ナガセ杯東北レデイースインドア大会 平成３１年１月１９日（土） 宮城県仙台市

22 平成３０年度東北連盟定期理事会 平成３１年１月２６（土） 宮城県仙台市

23 第１６回東北小学生ｲﾝﾄﾞｱ 平成３１年２月２日（土） 宮城県仙台市

24 第５３回東北ｲﾝﾄﾞｱ 平成３１年２月９．１０日（土．日） 岩手県花巻市

25 第１８回東北６県対抗中学ｲﾝﾄﾞｱ 平成３１年３月２．３日（土．日） 秋田県大館市

26 １級審判研修会 Ｈ３１、１月２０日（日） 福島県本宮市

27 第２２回ﾙｰｾﾝﾄｶｯﾌﾟ東北レデイースｼﾆｱ大会 平成３１年３月４日（日） 青森県青森市

1 アジア競技大会予選会 ４月１４．１５日（土．日） 広島市

2 第２５回全日本ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 ５月１９．２０日（土.日） 青森市

3 第４７回ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ２０１８ ６月２０日～２４日（水～日） 北海道札幌市

4 全日本学生王座 ６月２２～２４日（金～日） 北九州市

5 西日本シニア選手権大会 ６月２３．２４日（土．日） 宮崎市

6 東日本学生選手権大会 ６月３０～７月４日（土～水） 千葉県白子町

7 西日本学生選手権大会 ７月６～１０日（金～火） 長崎市

8 第７３回東日本選手権大会（一般・３５才・４５才） ７月１４．１５日（土．日） 茨城県神栖市・北茨城市

9 第７３回東日本選手権大会（シニア） ７月２１．２２日（土．日） 栃木県宇都宮市・栃木市

10 西日本選手権大会 ７月６～１０日（金～火） 大分市大分市

11 第３４回全日本小学生選手権大会 ７月２６日～２９日（木～日） 愛媛県今治市

12 全日本高校選手権（女子） ７月３０～８月２日（月～木） 三重県鈴鹿市

13 全日本高校選手権（男子） ８月３～６日（金～月） 三重県鈴鹿市

14 第４５回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ個人戦 ８月１日～３日（水～金） 和歌山市他

15 男子６３回女子６２回全日本実業団選手権大会 ８月３日～５日（金～日） 茨城県北茨木市他

16 全日本学生選手権大会 ８月６日～１２日（月～日） 岡山県

17 第４０回全日本ﾚﾃﾞィ－ｽ決勝大会 ８月１７日～１９日（金～日） 宮城県仙台市

18 第４９回全国中学校ソフトテニス大会 ８月２１日～２３日（火～木） 広島県尾道市

19 第２６回日・韓・中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会 ８月２３日～２９日（木～水） 韓国

20 第１８回アジア競技大会 ８月２７日～９月１日（月～土） インドネシア

21 第４６回全日本社会人選手権大会 ９月８．９日（土．日） 静岡市他

22 JOCジュニアオリンピック第２５回全日本ジュニア選手権大会 ９月１５．１６日（土．日） 広島市

23 日本スポ－ツマスタ－ズ２０１８ ９月１５．１６日（土～日） 北海道札幌市

24 第２２回全日本シニア選手権大会 ９月２１日～９月２３日（金～日） 佐賀県佐賀市

25 第７３回国民体育大会 １０月５日～８日（金～月） 福井県越前市・福井市

26 第７３回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 １０月１９日～２１日（金～日） 熊本市

27 第３２回日本実業団リーグ １０月２６日～２８日（金～日） 京都府福知山市

28 第２５回全日本クラブﾞ選手権大会 １０月２７．２８日（土．日） 千葉県白子町

29 第３１回全国健康福祉祭ねんりんピック２０１７ １１月３日～６日（土～火） 富山県高岡市

30 第１３回ジュニアジャパンカップ　競技者育成プログラムＳtep４ １１月１６～１９日（金～月） 宮崎県宮崎市

31 第３６回日本リーグ １２月１４日～１６日（金～日） 愛知県豊田市

32 第６４回全日本インドア選手権大会 ３１年２月３日（日） 大阪市

33 日本リーグ入替戦 ３１年２月９．１０日（土．日） 愛知県名古屋市

34 第３０回都道府県対抗全日本中学生大会 ３１年３月２６日～２８日（火～木） 三重県伊勢市

35 第４４回全日本高校選抜大会 ３１年３月２８日～３０日（木～土） 名古屋市

36 第１８回全国小学生大会 ３１年３月２９日～３１日（金～日） 千葉県白子町

平成３０年度　東日本・全国大会・行事予定表　　

平成30年度　東北大会・行事予定表　


