
2021年度　　富山県テニス協会　テニスカレンダー
月 日 曜　日 大　　  会　  　名 種　 　  　目 会　場 予備日 申込締切日 主　管

3 25～27 木～土 全国選抜北信越ジュニア 岩瀬 3月28日 北信越

3 土 春季小・中学生選手権1 小学生単・中学生単複 岩瀬 3月13日 県

4 日 春季小・中学生選手権2 小学生単・中学生単複 岩瀬 4月10日 3月13日 県

4 日 春季テニス選手権 男女単・予選 八尾 4月24日 3月14日 県

10 土 春季グレードテニス大会 男女各複 八尾 4月17日 グレード

11 日 春季テニス選手権 男女複・予選 岩瀬 4月24日 3月14日 県

11 日 シニア春季大会 高岡コア 4月24日 シニア

17・18 土.日 春季ジュニア選手権 18才以下男女単 岩瀬.常願寺 4月24日 3月27日 高体連

18 日 春季テニス選手権 ベテラン単 桃山 5月1日 3月14日 県

21 水 レディースデー2021 女子複 岩瀬 4月22日 4月9日 女子連

25・29 日・祝 春季ジュニア選手権 12・14才以下男女各単1・2 岩瀬 4月4日 県

25・29 日・祝 春季テニス選手権 男女各単・本戦1・2 八尾 3月14日 県

1～3 土～祝 春季高校選手権 男女各単複 岩瀬 5月4日 高体連

2・3 日・祝 春季テニス選手権 男女各複・本戦1・2 八尾 5月8日 3月14日 県

4 祝 富山市春季C級ダブルスⅠ 男女各複 八尾 4月27日 富山市

5 祝 春季テニス選手権 ベテラン複 八尾 5月8日 3月14日 県

5 祝 春季ジュニア選手権 12・14才以下男女各複 岩瀬 5月8日 4月4日 県

9 日 ビジネスパル・テニス県予選 団体戦 八尾 5月15日 県

9 日 富山市春季シングルス選手権 男女各単 岩瀬 5月2日 富山市

15 土 第20回エンジョイテニス 女子複・55歳以上ミックス 岩瀬 4月17日 女子連

16 日 富山市春季B・Ｄ級ダブルス 男女各複 岩瀬 5月9日 富山市

16 日 姫野杯ダブルス大会 男女各複 ｱｲｼﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 射水市

19 水 第1８回ピンクリボンレディース県予選 女子複（一般、55才以上） 岩瀬 5月20日 4月23日 女子連

21～24 金～月 北信越中学生選手権 男女各単複 新潟県 北信越

23 日 団体テニス大会 団体戦 岩瀬 5月12日 県

23 日 ねんりんピック県予選シニア交流会 八尾 5月29日 シニア

26 水 第18回チューリップオープンテニス大会 団体戦 岩瀬 5月27日 5月14日 女子連

29 土 県民スポレク 年齢別ミックス 岩瀬 5月30日 グレード

29 土 都市対抗北信越予選 団体戦 岩瀬 5月30日 北信越

30 日 富山市民体育大会 二部三部男女複 八尾 7月3日 5月23日 富山市

2 水 桑名杯レディーステニス大会2021予選 女子複（一般、５０歳以上） 岩瀬 6月3日 5月21日 女子連

5～7 土～月 高校総体 団体戦・単 岩瀬 高体連

5・6 土.日 第74回　富山県民体育大会 成年一部（男女各単） 八尾 5月15日 県

9・10 水・木 第38回富山県支部ｵｰﾌﾟﾝ本戦 女子複（一般・５０歳以上・６０歳以上・７０歳以上） 岩瀬 6月11日 5月28日 女子連

12・13 土.日 春季ジュニア選手権 16才以下男女単、18才男女複 岩瀬.常願寺 6月26日 5月22日 高体連

12～14 土～月 北信越小学生選手権 男女各単 長野県 北信越

13 日 日本スポーツマスターズﾞ県予選 40才女子・45才男子複 桃山 6月19日 5月23日 県

14 月 富山県岩瀬スポーツ公園杯 岩瀬 県

16 水 第31回北陸地域桑名杯ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰｽ2021 女子複（一般、55才以上） 岩瀬 6月17日 女子連

18～20 金～日 北信越高校総体 長野県 高体連

19・20 土.日 ビジネスパル・テニス北信越 団体戦 新潟県 北信越

20 日 ﾁｬrﾝｼﾞｼﾞｭﾆｱ富山大会 PLAY&STAY 岩瀬 7月10日 5月30日 県

21～27 月～日 北信越テニス選手権 男女単複 新潟県 北信越

23 水 princeレディース　スマイルテニス2021 女子複 岩瀬 6月24日 6月9日 女子連

27 日 富山県100才ダブルス 複 空港緑地 7月3日 6月6日 県

27 日 中牟田杯県予選 男女各単 岩瀬 7月26日 6月6日 県

27 日 富山市春季C級ダブルスⅡ 男女各複 八尾 6月20日 富山市

30 水 ヨネックスチャレンジカップ2021 女子複（チャレンジ・ステップアップ） 岩瀬 7月1日 6月11日 女子連

3 土 中牟田杯県予選 男女各複 岩瀬 7月26日 6月6日 県

3・4 土・日 北陸高専大会 岩瀬 高専

4 日 RSK杯県予選 八尾 7月24日 6月13日 県

4 日 トライアルトーナメント 男女各単 岩瀬 7月17日 6月13日 県

10・11 土.日 北信越国民体育大会 団体戦 長野県 7月12日 北信越

10・11 土.日 県中学生選手権 団体戦・個人戦 八尾 7月17日 中体連

10～14 土～水 北信越ジュニア選手権 16・18以下男女各単複 福井県 7月15日 北信越

10～14 土～水 北信越ジュニア選手権 12・14以下男女各単複 石川県 7月15日 北信越

11 日 春季チーム対抗戦 岩瀬 7月4日 富山市

11 日 シニアテニス地区対抗 桃山 7月17日 シニア

14 水 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾘｸｿﾝﾁｰﾑ対抗戦 団体戦 岩瀬 7月15日 7月2日 女子連

16～18 金～日 都市対抗全国大会 ＪＴＡ

17 土 国体選考会（少年） 空港緑地 7月18日 県

17～27 土～火 北信越ベテラン選手権 ベテラン男女単複 長野県 北信越

18 日 サマーカーニバル 団体戦 岩瀬 6月27日 県

22 祝 富山県民体育大会 2部 郡市対抗・3部 複・ベテラン 岩瀬 7月24日 県

23 祝 第37回サマートーナメント小中学生大会 男女各単 岩瀬 7月27日 7月2日 女子連

25 日 富山市春季Ｂ・Ｃ級ミックス 混合複 八尾 7月18日 富山市
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月 日 曜　日 大　　  会　  　名 種　 　  　目 会　場 予備日 申込締切日 主　管

28 水 第37回高校生テニスサーキット 高１・高2年生男女単 岩瀬 7月29日 7月7日 女子連

31 土 全国実業団ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ県予選 団体戦 八尾 8月7日 県

31 土 北信越中学生選手権 団体戦 岩瀬 8月1日 北信越

1 日 ビギナーズダブルス＆ミックスダブルス 高岡コア 高岡市

5～7 木～土 高校新人テニス大会 男女各単複 岩瀬 8月10日 高体連

8 日 中テ連シングルス 単 岩瀬 8月17日 中テ連

8 日 富山市秋季Ｃ級ダブルスⅠ 八尾 8月1日 富山市

9 祝 第35回ジュニアテニス大会 男女各単 岩瀬 8月18日 7月19日 女子連

14 土 夏季グレードテニス大会 男女各単 岩瀬 8月16日 グレード

15 日 夏季グレードテニス大会 男女各複 岩瀬 8月16日 グレード

21 土 稲浪杯秋季小・中学生選手権 男女各単 岩瀬 8月22日 8月1日 県

22 日 秋季テニス選手権 男女複・予選 八尾 9月4日 8月1日 県

28・29・4 土.日.土 高校秋季選手権 男女単複 岩瀬 9月5日 高体連

29 日 秋季テニス選手権 ベテラン複 八尾 9月4日 8月1日 県

1・2・8 水・木・水 第43回全国レディース県予選 女子複（一般の部） 岩瀬 9月9日 8月13日 女子連

3～5 金～日 RSK杯北信越予選 新潟県 北信越

4・5 土.日 全国実業団ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越 団体戦 福井県 北信越

5 日 秋季テニス選手権 男女各単・予選 岩瀬 8月1日 県

10～13 金～月 中牟田杯北信越予選 岩瀬 9月14日 北信越

11 土 秋季テニス選手権 ベテラン単 空港緑地 9月18日 8月1日 県

12・19 日.日 秋季テニス選手権 男女各複・本戦1・2 八尾 9月20日 8月1日 県

12 日 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ（B）富山大会 男女各複 八尾 9月19日 8月29日 県

12 日 シニア秋季大会 桃山 9月18日 シニア

15 水 第43回全国レディース　ベテラーノの部 女子複（60の部） 岩瀬 9月16日 8月13日 女子連

18・19 土.日 高校秋季選手権 団体戦 岩瀬 9月20日 高体連

18～20 土～祝 北信越学生王座 常願寺 9月21・22日 学連

18 土 中テ秋季ダブルス 八尾 中テ連

19 日 中テ秋季１年生大会 桃山 9月20日 中テ連

22 水 第33回北信越レディース県予選 女子複 岩瀬 9月24日 9月10日 女子連

23 祝 テニスの日 岩瀬

23 祝 全日本ジュニア室内県予選 男女各単 岩瀬 9月8日 高体連

23 祝 富山市秋季Ｂ・Ｄ級ダブルス 男女各複 八尾 9月16日 富山市

25 土 秋季グレードテニス大会 男女各複 岩瀬 10月2日 グレード

26 日 秋季テニス選手権 男女各単・本戦1 岩瀬 8月1日 県

1～4 金～月 第76回国民体育大会秋季大会 三重県 日体協

3 日 秋季テニス選手権 男女各単・本戦2 岩瀬 10月16日 8月1日 県

6 水 第21回Team30-30レディーステニス 団体戦 岩瀬 10月7日 9月24日 女子連

9・10 土.日 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾘｸｿﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越大会 複 石川県 北信越

9 土 秋季中学生選手権 団体戦 八尾 10月10日 中テ連

10 日 富山市秋季シングルス選手権 男女各単 岩瀬 10月3日 富山市

13 水 第26回ドリームテニス大会 女子複 岩瀬 10月14日 10月1日 女子連

16 土 秋季ジュニア選手権 12才14才以下男女各単 八尾 10月24日 9月26日 県

17 日 秋季テニス選手権 混合複 空港緑地 10月23日 10月3日 県

17 日 チーム対抗戦 岩瀬 10月10日 富山市

17 日 シニアテニス連盟親睦大会 八尾 10月23日 シニア

22～24 金～日 北信越ジュニア選抜室内 男女各単 長野県 北信越

23・24 土.日 秋季ジュニア選手権 18才以下男女単 岩瀬.常願寺 11月13日 10月3日 高体連

27 水 第11回アップル杯 女子複 岩瀬 10月28日 10月15日 女子連

29～31 金～日 全国高校選抜北信越大会 岩瀬 高体連

31 日 富山市Ｃ級ダブルスⅡ 男女各複 八尾 10月24日 富山市

3 祝 北信越中学生選抜新人テニス大会 団体戦 11月6日 北信越

3 祝 みのわ杯プリンスオープンテニス みのわ 滑川市

7 日 秋季グレードテニス大会 混合複 岩瀬 11月21日 グレード

9 火 シニアミックスダブルス大会 福光 シニア

14・20 日・土 MUFGジュニアトーナメント県予選 男女各単 岩瀬 11月27日 10月24日 県

14 日 富山市第15回ダンロップミックス 混合複 八尾 11月7日 富山市

14 日 朝日オープンミックス 朝日町 朝日町

27 土 氷見市室内オープン ふれあいｽﾎﾟｰﾂ 氷見市

5 日 魚津市室内選手権 有磯ﾄﾞｰﾑ 魚津市

11・12 土.日 富山県室内シングルストーナメント 男子単・予選、本戦 小杉総合体 11月21日 県

1 15 土 黒部名水室内 黒部市

5・6 土.日 富山県室内オープン選手権 男子単複 県総合体セ 1月16日 県

11 祝 富山県ジュニア室内選手権 男女各単 県総合体セ 1月23日 県

11 祝 中新川郡室内オープン 丸山総合公園 中新川

26・27 土.日 富山県室内テニス選手権 男女各複・予選、本戦 小杉総合体 2月5日 県

2022年

2

8

9

10

11

12

-33-


