
行事名 日　程 会場 会場等
1 第１6回福島県ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 ４月5日（日） 中止 郡山市 郡山庭球場

2 第42回ダンロップ杯福島県ﾚﾃﾞｨ-ｽｸﾗﾌﾞ対抗 ４月12日（日）　中止 南相馬市 南相馬市テニスコート

3 第10回東日本中学校選抜大会福島県予選会　 ４月18.19日（土.日）　中止 白河市、他 女子：4月18日、男子：4月19日

4 第49回ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟダブルス選考会 ４月18日（土）　中止 郡山市 郡山庭球場

5 第18回県高校春季大会 ４月26日（日）　中止 郡山市 郡山庭球場

6 第18回福島県ｼﾆｱ春季大会 ４月29日（水）　中止 須賀川市 牡丹台

7 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（水）昭和の日　中止 二本松市 城山テニスコート

8 ステップアップツアー　シリーズ１ ４月29日（水）、5月2日（土） 中止 会津若松市 会津総合、ドーム

9 第31回福島県小学生選手権大会 ５月4日（月）　中止 南相馬市 南相馬市テニスコート

10 第52回福島県選手権大会 ５月６日（水）振替休日　中止 郡山市 郡山庭球場

11 第10回東日本中学校選抜大会　 5月9.10日（土.日）　中止 白河市、他 白坂の森、西一、二、栃木県

12 第38回福島県実業団ﾘ-ｸﾞ ５月10日（日）　中止 二本松市 岩代テニスコート

13 第42回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ福島県予選会 ５月24日（日）　中止 福島市 福島市庭球場

14 第28回すこやか福島ねんりんﾋﾟｯｸ ５月21日（木）　中止 会津若松市 会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

15 第66回福島県高等学校体育大会 ５月30日（土）～6月1日（月） 中止 郡山市 郡山庭球場

16 第12回中学生シングルス大会 6月6.7日（土．日）　中止 福島市 あづま総合運動公園

17 第16回県小学生シングルス選手権大会 ６月7日（日）　中止 いわき市 平庭球場

18 第14回ジュニアジャパンカップ福島大会 ６月27日（土） 会津若松市 会津総合、ドーム

19 第16回ソフトテニスオ－プン選手権大会 ６月28日（日） 会津若松市 会津総合、ドーム

20 第73回県総体　成年の部 ７月4.5日（土．日）　中止 福島市 福島市庭球場

21 第73回県総体　少年の部 ７月11～13日（土～月）　中止 福島市 福島市庭球場

22 第63回福島県中学校体育大会 ７月16～18日（木～土）　中止 白河市 白坂の森

23 ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第20回中学・高校合同研修大会 ７月25.26日（土．日） 福島市 森合と二本松両方

24 ステップアップツアー　シリーズ２ ８月1.2日（土.日） 会津若松市 会津総合、ドーム

25 第73回県総体　ｽﾎﾟ-ﾂ少年団の部 ８月2日（日）　中止 福島市 福島市庭球場

26 第48回東北中学生選手権大会 ８月7～9日（金～日）　中止 会津若松市 会津総合、ドーム

28 第27回福島県小学生学年別大会 ８月29日（土）未確定（ 予備日未定） 郡山市 郡山庭球場

29 第33回福島県年齢別ﾚﾃﾞィ-ｽ大会 ９月６日（日） 福島市 十六沼公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

27 会津地区指導者講習会 ９月5日（土） 会津若松市 あいづドーム

30 第48回福島県社会人選手権大会 ９月13日（日） 会津若松市 会津総合、ドーム

31 第19回市町村対抗小学生大会 ９月19.20日（土．日）　予備日９月21日（月） 福島市 福島市庭球場

32 第18回県高校秋季大会 10月3日（土） 郡山市 郡山庭球場

33 第25回福島県ﾐｯｸｽ大会 10月4日（日） 福島市 福島市庭球場

34 第18回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会、記念イベント 10月3日（土） 福島市 福島市庭球場

35 第44回ＮＨＫ杯（ジュニアの部） 10月17日（土） 福島市 福島市庭球場

36 第44回ＮＨＫ杯（一般の部） 10月18日（日） 福島市 福島市庭球場

37 第40回中学校新人大会（個人） 10月31日、11月1日（土．日） 福島市 福島市庭球場

38 福島県高等学校新人体育大会 10月31日～11月2日（土～月） いわき市 平庭球場

39 第21回全国小学生大会予選会 11月1日（日） 須賀川市 牡丹台テニスコート

40 第40回中学校新人大会（個人・団体） 11月7.8日（土．日） 福島市 福島市庭球場

41 第34回福島県ｼﾆｱ秋季大会 11月8日（日） 二本松市 城山テニスコート

42 第18回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会 11月14日（土） 郡山市 郡山庭球場

43 第31回実業団秋季大会 11月22日（日） 二本松市 城山テニスコート

44 都道府県対抗中学生大会二次選考会 11月21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22日（日） 郡山市 郡山庭球場

46 2020年度指導者講習会 11月28.29日（土．日） 本宮市 本宮総合体育館

47 第31回福島県中学校ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 12月5日（土） 郡山市 郡山総合体育館

48 いわき市連盟指導者講習会 12月6日（日） いわき市 南部アリーナ

49 第4回県北ショートテニス大会 12月12日（土） 福島市 福島市南体育館

50 第35回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ予選 12月20日（日） 二本松市 城山総合体育館

51 第50回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　男子 12月21日（月）～22日（火） 郡山市 郡山総合体育館

52 第50回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　女子 12月23日（水）～24日（木） 福島市 あづま総合体育館

53 第27回福島県小学生ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年１月10日（日） 郡山市 西部体育館・西部第二体育館

54 第54回福島県ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年１月16.17日（土.日） 福島市 あづま総合体育館

55 相双連盟指導者講習会 2021年1月30.31日（土、日） 相双 富岡町総合体育館

56 第9回近県選抜中学生インドア大会 2021年1月30.31日（土、日） 県中 郡山市又は田村市？

57 第2回福島県ショートテニス大会 2021年2月11日（火） 本宮市 本宮総合体育館

58 第35回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ 2021年2月23日（火） 福島市 福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ(国体記念体育館)

59 第15回Ｓリ－グ決勝大会 2021年2月23日（火） 福島市 あづま総合体育館

60 県南連盟指導者講習会 2021年2月28日（日） 白河市 白河市国体記念体育館

61 2021年度理事会 2021年3月7日（日） 福島市

62 全国中学都道府県大会結団式 2021年3月13日（土） 福島市 西部体育館

63 第24回ルーセント杯東北ﾚﾃﾞｨｰｽシニア大会 2021年3月15日（月） 福島市 あづま・国体・西部

64 第13回福島県中学強化研修大会 2021年3月14日（日） 福島市 福島市庭球場

冬季研修用福島市内体育館
１月 9日（土）東、
２月 6日（土）東、13日（土）東、20日（土）西、27日（土）東

３月 14日（日）南、２0日（土）南
１２月 19.20日（土.日）南、26日（土）西 。
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地区名 行事名 日　程（予定） 会　場（予定） 主催等
第42回ダンロップ杯福島県ﾚﾃﾞｨ-ｽｸﾗﾌﾞ対抗 ４月12日（日）　中止 南相馬市 南相馬市テニスコート

第31回福島県小学生選手権大会 ５月4日（月）　中止 南相馬市 南相馬市テニスコート

相双連盟指導者講習会 2021年1月30.31日（土、日） 相双 富岡町総合体育館

ステップアップツアー　シリーズ１ ４月29日（水）、5月2日（土）　中止 会津若松市 会津総合、ドーム

第28回すこやか福島ねんりんﾋﾟｯｸ ５月21日（木）　中止 会津若松市 会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

第14回ジュニアジャパンカップ福島大会 ６月27日（土） 会津若松市 会津総合、ドーム

第16回ソフトテニスオ－プン選手権大会 ６月28日（日） 会津若松市 会津総合、ドーム

ステップアップツアー　シリーズ２ ８月1.2日（土.日） 会津若松市 会津総合、ドーム

第48回東北中学生選手権大会 ８月7～9日（金～日）　中止 会津若松市 会津総合、ドーム

会津地区指導者講習会 ９月5日（土） 会津若松市 あいづドーム

第48回福島県社会人選手権大会 ９月13日（日） 会津若松市 会津総合、ドーム

第16回県小学生シングルス選手権大会 ６月7日（日）　中止 いわき市 平庭球場

福島県高等学校新人体育大会 10月31日～11月2日（土～月） いわき市 平庭球場

いわき市連盟指導者講習会 12月6日（日） いわき市 南部アリーナ

第10回東日本中学校選抜大会福島県予選会　 ４月18.19日（土.日）　中止 白河市、他 女子：4月18日、男子：4月19日

第18回福島県ｼﾆｱ春季大会 ４月29日（水）　中止 須賀川市 牡丹台

第10回東日本中学校選抜大会　 5月9.10日（土.日）　中止 白河市、他 白坂の森、西一、二、栃木県

第63回福島県中学校体育大会 ７月16～18日（木～土）　中止 白河市 白坂の森

第21回全国小学生大会予選会 11月1日（日） 須賀川市 牡丹台テニスコート

県南連盟指導者講習会 2021年2月28日（日） 白河市 白河市国体記念体育館

第１6回福島県ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 ４月5日（日）　中止 郡山市 郡山庭球場

第49回ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟダブルス選考会 ４月18日（土）　中止 郡山市 郡山庭球場

第18回県高校春季大会 ４月26日（日）　中止 郡山市 郡山庭球場

第52回福島県選手権大会 ５月６日（水）振替休日　中止 郡山市 郡山庭球場

第66回福島県高等学校体育大会 ５月30日（土）～6月1日（月）中止 郡山市 郡山庭球場

第27回福島県小学生学年別大会 ８月29日（土）（ 予備日未定） 郡山市 郡山庭球場

第18回県高校秋季大会 10月3日（土） 二本松市 城山テニスコート

第18回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会 11月14日（土） 郡山市 郡山庭球場

都道府県対抗中学生大会二次選考会 11月21日（土） 郡山市 郡山庭球場

都道府県対抗中学生大会三次選考会 11月22日（日） 郡山市 郡山庭球場

2020年度指導者講習会 11月28.29日（土．日） 本宮市 本宮総合体育館

第31回福島県中学校ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 12月5日（土） 郡山市 郡山総合体育館

第50回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　男子 12月21日（月）～22日（火） 郡山市 郡山総合体育館

第27回福島県小学生ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年１月10日（日） 郡山市 西部体育館・西部第二体育館

第9回近県選抜中学生インドア大会 2021年1月30.31日（土、日） 県中 郡山市又は田村市？

第2回福島県ショートテニス大会 2021年2月11日（火） 本宮市 本宮総合体育館

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（水）昭和の日　中止 二本松市 城山テニスコート

第38回福島県実業団ﾘ-ｸﾞ ５月10日（日）　中止 二本松市 岩代テニスコート

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第20回中学・高校合同研修大会 ７月25.26日（土．日） 福島市 森合と二本松両方

第34回福島県ｼﾆｱ秋季大会 11月8日（日） 二本松市 城山テニスコート

第31回実業団秋季大会 11月22日（日） 二本松市 城山テニスコート

第35回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ予選 12月20日（日） 二本松市 城山総合体育館

第42回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ福島県予選会 ５月24日（日）　中止 福島市 福島市庭球場

第12回中学生シングルス大会 6月6.7日（土．日）　中止 福島市 あづま総合運動公園

第73回県総体　成年の部 ７月4.5日（土．日）　中止 福島市 福島市庭球場

第73回県総体　少年の部 ７月11～13日（土～月）　中止 福島市 福島市庭球場

ｹﾝｺｰｶｯﾌﾟ第20回中学・高校合同研修大会 ７月25.26日（土．日） 福島市 森合と二本松両方

第73回県総体　ｽﾎﾟ-ﾂ少年団の部 ８月2日（日）　中止 福島市 福島市庭球場

第33回福島県年齢別ﾚﾃﾞィ-ｽ大会 ９月６日（日） 福島市 十六沼公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

第19回市町村対抗小学生大会 ９月19.20日（土．日）　予備日９月21日（月） 福島市 福島市庭球場

第25回福島県ﾐｯｸｽ大会 10月4日（日） 福島市 福島市庭球場

第18回ｿﾌﾄﾃﾆｽ週間、記念大会、記念イベント 10月3日（土） 福島市 福島市庭球場

第44回ＮＨＫ杯（ジュニアの部） 10月17日（土） 福島市 福島市庭球場

第44回ＮＨＫ杯（一般の部） 10月18日（日） 福島市庭球場

第40回中学校新人大会（個人） 10月31日、11月1日（土．日） 福島市 福島市庭球場

第40回中学校新人大会（個人・団体） 11月7.8日（土．日） 福島市 福島市庭球場

第4回県北ショートテニス大会 12月12日（土） 福島市 福島市南体育館

第50回福島県高校ｲﾝﾄﾞｱ　女子 12月23日（月）～24日（木） 福島市 あづま総合体育館

第54回福島県ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年１月16.17日（土.日） 福島市 あづま総合体育館

第35回近県ﾚﾃﾞィ-ｽｲﾝﾄﾞｱ 2021年2月23日（火） 福島市 福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ(国体記念体育館)

第15回Ｓリ－グ決勝大会 2021年2月23日（火） 福島市 あづま総合体育館

2021年度理事会 2021年3月7日（日） 福島市

全国中学都道府県大会結団式 2021年3月13日（土） 福島市 西部体育館

第24回ルーセント杯東北ﾚﾃﾞｨｰｽシニア大会 2021年3月15日（月） 福島市 あづま・国体・西部

第13回福島県中学強化研修大会 2021年3月14日（日） 福島市 福島市庭球場

冬季研修用福島市内体育館
１月 9日（土）東、
２月 6日（土）東、13日（土）東、20日（土）西、27日（土）東

３月 14日（日）南、２0日（土）南

二
本
松

福
島
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行事名 日　程 会　場
1 第14回東北高校春季大会 ４月4日（土）～５日（日）　中止 山形県山形市

2 東北学生春季大会 ５月５日（火）～９日（土）　中止 宮城県仙台市

3 第21回東北６県対抗シニア大会 ５月２３日（土）　中止 秋田県秋田市

4 第60回東北選手権大会 ５月２３日（土）、２４日（日）　中止 秋田県秋田市

5 第30回東北小学生選手権大会 ５月２４日（日）　中止 宮城県仙台市

6 第63回東北高校選手権大会 ６月１８日（木）～２０日（土）　中止 宮城県仙台市

7 第３回学連杯争奪東北学生大会 ６月２７日（土）～３０日（火） 秋田県秋田市

8 第34回日本実業団ﾘ-ｸﾞ東北予選会 ６月７日（日）　中止 岩手県一関市

9 第41回東北レデイ－ス大会 ７月５日（日）　中止 山形県山形市

10 第10回東日本小学生選抜大会（旧東北小学生選抜大会） ７月１１日（土）～１２日（日） 宮城県仙台市

11 第48回東北中学校選手権大会 ８月７日（金）～９日（日）　中止 福島県会津若松市

12 第47回東北総合体育大会 ８月２１日（金）～２３日（日） 山形県山形市

13 競技者育成プログラムＳtep-3　東北・北海道ブロック ８月２８日（金）～３０日（日）中止 宮城県仙台市

14 第10回東北小学生シングルス大会 9月５日（土） 岩手県北上市

15 第77回東北学生ソフトテニス競技大会 ９月１９日（土）～２２日（火・祝） 宮城県仙台市

16 第30回東北小学生学年別大会 １０月４日（日） 山形県山天童市

17 東北高校私学大会 １０月１６日（金）～１８日（日） 岩手県一関市

18 アジアシニア選手権大会 １０月２３日（金）～２５日（日） 宮城県仙台市

19 第５回東北シングルス選手権大会 １１月８日（日） 宮城県仙台市

20 東北学生インドア １２月５日（土）～６日（日） 宮城県仙台市

21 第52回東北高校ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年１月15日（金）～１7日（日） 岩手県奥州市・一関市

22 第31回ナガセ杯東北レデイースインドア大会 2021年1月16日（土） 宮城県仙台市

23 第18回東北小学生ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年1月３０日（土） 宮城県仙台市

24 2020年度東北連盟定期理事会 2021年1月３１日（日） 宮城県仙台市

25 第55回東北ｲﾝﾄﾞｱ選手権大会 2021年2月6日（土）～7日（日） 岩手県花巻市

26 第20回東北６県対抗中学ｲﾝﾄﾞｱ 2021年2月27日（土）～28日（日） 青森県青森市

27 １級審判講習会 2021年２月１１日（木・祝） 青森県青森市

28 第24回ﾙｰｾﾝﾄ杯ﾟ東北レデイースｼﾆｱ大会 2021年３月15日（月） 福島県福島市・二本松市

1 第９回アジア選手権大会日本代表予選会 ５月4.5日（月.火）　延期 三重県四日市市

2 第27回全日本シングルス選手権大会 ５月16.17日（土.日）　中止 石川県金沢市

3 第1回全日本ミックスダブルス選手権大会 ６月20.21日（土.日）　中止 大分県大分市

4 第49回ﾊｲｽｸ-ﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ２０２０ ６月24日～28日（水～日）　中止 北海道札幌市

5 全日本学生王座 ６月12日～14日（金～日）　中止 岡山県岡山市

6 西日本シニア選手権大会 ７月4.5日（土．日）　中止 香川県高松市

7 東日本学生選手権大会 ７月11日～15日（土～水） 千葉県白子町

8 西日本学生選手権大会 ７月3日～7日（金～火）　中止 愛媛県今治市

9 第75回東日本選手権大会 ７月18.19日（土．日）　中止 北海道札幌市

10 第74回西日本選手権大会 ７月11.12日（土．日） 徳島県徳島市

11 第37回全日本小学生選手権大会 ８月13日～16日（木～日） 福岡県福岡市他

12 全日本高校選手権（女子） 8月5日～8日（水～土）　中止 京都府福知山市

13 全日本高校選手権（男子） 8月9日～12日（日～水）　中止 京都府福知山市

14 第47回全日本ﾚﾃﾞィ-ｽ大会（個人戦） ７月21日～23日（火～木）　中止 山口県宇部市

15 男子６5回・女子６4回全日本実業団選手権大会 ８月8日～10日（土～月） 三重県鈴鹿市

16 全日本学生選手権大会 ８月5日～10日（水～月） 石川県能都町

17 第42回全日本ﾚﾃﾞィ－ｽ決勝大会（団体戦） ８月25日～27日（火～木）　中止 愛知県一宮市

18 第51回全国中学校ソフトテニス大会 ８月18日～20日（火～木）　中止 静岡県浜松市

19 第28回日・韓・中ｼﾞｭﾆｱ交流競技大会 ８月２３日～２９日（日～土）中止 秋田県秋田市

20 第９回アジア選手権大会 11月13日～19日（金～木） タイ　チェンマイ

21 第４8回全日本社会人選手権大会 ９月5.6日（土．日） 滋賀県長浜市

22 JOCジュニアオリンピック第27回全日本ジュニア選手権大会 ９月19.20日（土．日） 広島県広島市

23 日本スポ－ツマスタ－ズ２０２０ ９月19.20日（土．日） 愛媛県今治市

24 第24回全日本シニア選手権大会 ９月26日～27日（金～日） 岡山県備前市

25 第75回国民体育大会 10月９日～12日（金～月） 鹿児島県鹿児島市

26 第75回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 10月23日～25日（金～日） 愛知県一宮市

27 第34回日本実業団リーグ 10月30日～11月１日（金～日） 京都府福知山市

28 第27回全日本クラブﾞ選手権大会 10月31日～11月1日（土.日） 千葉県白子町

29 第33回全国健康福祉祭ねんりんピック２０２０ 10月31日～11月2日（土～月） 岐阜県瑞穂市他

30 第15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27日～30日（金～月）中止 宮崎県宮崎市

31 第38回日本リーグ 12月10日～13日（木～日） 愛知県豊田市

1案　2021年2月7日（日）

2案　2021年1月31日（日）
33 日本リーグ入替戦 12月26.27日（土.日） 広島県福山市

34 第32回都道府県対抗全日本中学生大会 2021年3月26日～28日（金～日） 三重県伊勢市

35 第46回全日本高校選抜大会 2021年3月28日～30日（日～火） 愛知県名古屋市

36 第20回全国小学生大会 2021年3月29日～31日（月～水） 千葉県白子町

大阪府大阪市

２０２０（令和２）年度　東北大会・行事予定表　　令和２年５月８日現在

２０２０（令和２）年度　東日本・全国大会・行事予定表　　

32 第６５回全日本インドア選手権大会
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