
平成28年度(2016) 愛知県支部行事予定 　 JLTF愛知県支部

＊＊＊日程は変更になる場合もありますので、ご了承ください＊＊＊ 　 2016年7月13日

行事名 日時 予備日 会場 担当部署

第3回中部ウィンターズカップブラインドテニス大会
（ボランティア協力）

1月10日（日) ー 愛知製鋼体育館 事務局

第11回東海四県親睦交流会（募集協力） 1月26日（火）・27日（水) 岐阜県・瑞浪市 事務局

本部総会 2月17日(水) ー 東京都・東京体育館 事務局

支部総会

支部ニュース発行

2016・ルール講習会 3月1日（火） ー 東山公園テニスセンター 審判部

第17回支部長杯 決勝大会 3月4日（金） 3月11日（金） 口論義運動公園 競技部

3月7日（月） 3月14日（月） 普及部

3月10日（木） 3月17日（木） 審判部

中央エリア会議 3月7日（月） ー 石川県・女性センター 事務局

中央エリア研修会 3月8日（火） ー 石川県・いしかわ総合SC 事務局

第14回ブラインドテニス中部大会（ボランティア協力) 3月21日（月） ー 名東スポーツセンター他 事務局

第25回プラチナ杯 ゴールドの部一日目 3月22日（火) 3月25日（金）

　　　　  　　　〃　　 ダイヤモンドの部一日目 3月24日（木） 3月28日（月）

　　　　  　　　〃　　 ゴールド・ダイヤ二日目＆ルビーの部 3月29日（火） 3月31日（木）

プチ・フレンドリーカップGOGO同窓会 4月4日（月） ー あいち健康の森公園 普及部

MUFGジュニアトーナメント2016（大会協力) 4月6日（水）~9日（土） 東山公園テニスセンター 審判部・事務局

総合練習会 4月7日（木） ー 名古屋グリーンTC 普及部

プチ・フレンドリーカップ in 豊川 4月8日（金） ー 音羽運動公園 普及部

桑名杯レディーステニス大会2016   予選大会C・D級 4月11日（月） 4月18日（月） 口論義運動公園

by DUNLOP　　　〃　　　　　　　　     予選大会C・D級 4月13日（水） 4月20日（水） あいち健康の森公園

                       〃　　　　　　　 　    予選大会C・D級 4月14日（木） 4月21日（木） 志段味スポーツランド

                       〃　　　　　　　 　    予選大会C・D級 4月15日（金） 4月22日（金） 一宮市テニス場

プチ・フレンドリーカップ at モリコロ 4月26日（火） ー 愛・地球博記念公園 普及部

プチ・フレンドリーカップ in 一宮 4月27日（水） ー 一宮市テニス場 普及部

カンガルーカップ国際女子オープン2016（大会協力) 4月30日（土）~5月8日（日） 岐阜県・長良川TP 審判部

第35回ブルースカイ杯 予選大会 5月9日（月） 5月12日（木）

　　　　　　　　〃 5月10日（火） 5月13日（金）

　　　　　　　　〃 5月10日（火） 5月17日（火）

　　　　　　　　〃 5月11日（水） 5月18日（水）

　　　　　　　　〃 5月12日（木） 5月19日（木） 口論義運動公園

　　　　　　　　〃 5月13日（金） 5月20日（金） 一宮市テニス場

競技部

審判部

桑名杯レディーステニス大会2016 コンソレーション大会
*決勝大会延期の場合、未開催

5月26日(木） ー 口論義運動公園 競技部

MIXオープンフレンドリーカップ 5月28日（土） ー 口論義運動公園 普及部

プチ・フレンドリーカップ in 小幡 5月31日（火） ー 小幡緑地公園 普及部

第35回ブルースカイ杯 コンソレーション大会 6月1日（水） ー あいち健康の森公園

　　　　　　　　〃 6月3日（金） ー 志段味スポーツランド

総合交流会 6月2日（木） ー 口論義運動公園 普及部

競技部

審判部

第14回ピンクリボンレディーステニス大会 50歳以上の部 6月13日（月） 6月20日（月）

県予選大会 　　　　〃　　　　　　 　　　　　 　一般の部 6月14日（火） 6月21日（火）

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　 　　　　　 50歳以上の部 6月15日（水） 6月22日（水）

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　　 　一般の部 6月16日（木） 6月23日（木）

6月28日（火） ー あいち健康の森公園

7月1日（金） ー 志段味スポーツランド

第11回東海地域桑名杯大会・第8回クローバーカップ 競技部

東海4県支部長会議 事務局

ピンクリボン委員会　　

審判部

2月25日(木) ー 東山公園テニスセンター 事務局

フレンドリーカップ（クラス別）・ルールとマナーの講習会 口論義運動公園

口論義運動公園 競技部

競技部

あいち健康の森公園

競技部志段味スポーツランド

競技部

第35回ブルースカイ杯 決勝大会
6月7日（火）
・8日（水）

6月10日（金） あいち健康の森公園

6月29日（水） 6月30日（木） 三重県・NTN総合運動公園

桑名杯レディーステニス大会2016 by DUNLOP
決勝大会

5月23日(月）
・24日（火）

5月26日（木） 口論義運動公園

あいち健康の森公園

ピンクリボン委員会

志段味スポーツランド

第14回ピンクリボンレディーステニス大会
コンソレーション大会

ピンクリボン委員会

第14回ピンクリボンレディーステニス大会 県決勝大会
7月5日（火）
・6日（水）

7月7日（木） あいち健康の森公園

（↓元翡翠）	



行事名 日時 予備日 会場 担当部署

プチ・フレンドリーカップ at 名古屋グリーン 7月11日（月） ー 名古屋グリーンTC 普及部

第53回東海車いすテニス大会（ボランティア協力) 7月下旬予定 ー 東山公園テニスセンター 事務局

ライン・主審講習会 8月上旬予定 ー 東山公園テニスセンター 審判部

第11回ピンクリボンセカンドカップ大会 東海•北信越地域 ピンクリボン委員会

東海北信越支部長会議 事務局

ファミリーエンジョイテニス・親子テニス大会 8月22日（月） 8月23日（火） 口論義運動公園 普及部

あいち健康の森公園　　　　　　

志段味スポーツランド

全国レディース委員会

審判部

第14回クィーンレディース代表選考会
9月20日（火）
・21日（水）

9月23日（金） あいち健康の森公園 全国レディース委員会

テニスの日(ボランティア協力) 9月下旬予定 ー 東山公園テニスセンター 事務局

総合交流会 9月26日（月） ー 口論義運動公園 普及部

9月29日（木） 10月6日（木）

10月4日（火） 10月11日（火）

第18回支部長杯 10月~2月 　 各地 競技部

第79回テイジン全日本ベテランテニス選手権（大会協力) 10月1日（土）~10月11日（火） 東山公園テニスセンター 審判部

プチ・フレンドリーカップ in 西尾 10月3日（月） ー 西尾ローンテニスクラブ 普及部

第29回朝日東海レディーステニス大会 全国レディース委員会

東海4県支部長会議 事務局

第18回オレンジカップ 予選大会 10月17日（月） 10月24日（月）

　　　　　　　　〃 10月18日（火） 10月25日（火）

　　　　　　　　〃 10月18日（火） 10月25日（火） 口論義運動公園

　　　　　　　　〃 10月19日（水） 10月26日（水）

　　　　　　　　〃 10月20日（木） 10月27日（木）

　　　　　　　　〃 10月21日（金） 10月28日（金） 一宮市テニス場

第14回ピンクリボンレディーステニス大会 全国決勝大会 神奈川県・荏原SSC ピンクリボン委員会

ジャパンオープンJr.テニス選手権大会2016（大会協力) 10月23日（日）~30日（日） 東山公園テニスセンター 審判部

プチ・フレンドリーカップ in 豊田 10月28日（金） ー 柳川瀬公園 普及部

総合練習会 10月31日（月） ー あいち健康の森公園 普及部

競技部

審判部

プチ・フレンドリーカップ in 知多 11月2日（水） ー 旭公園 普及部

第18回オレンジカップ コンソレーション大会 11月7日（月） ー あいち健康の森公園　　　　　　

　　　　　　　　〃 11月9日（水） ー 志段味スポーツランド

11月8日（火） 11月9日（水） 三重県・NTN総合運動公園 事務局

11月17日(木） 11月18日(金) 東山公園テニスセンター 事務局

ダンロップスリクソンワールドチャレンジ2016（大会協力) 11月12日（土）~20日（日） スカイホール豊田 審判部

競技部

審判部

プチ・フレンドリーカップ at モリコロ 11月24日（木） ー 愛・地球博記念公園 普及部

第21回アスカム杯ブラインドテニス大会（ボランティア協力） 11月27日（日） ー 愛知製鋼体育館 事務局

第36回ホワイトカップ 11月29日（火）　　　　12月2日（金） 口論義運動公園 普及部

第5回東海地域クレストテニス大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 競技部

東海4県支部長会議 事務局

第24回チャリティートーナメント 12月5日（月） 12月12日（月） 口論義運動公園 事務局

地域別練習会 随時 　 普及部

ルール講習会・審判講習会・審判協力 随時 　 審判部

常務理事会・理事会 随時 　 事務局

8月予定 ー 石川県・こまつドーム

ソニー生命カップ第38回全国レディーステニス大会
県予選大会

9月2(金)・6(火)
・7日(水)・8日(木)

9月9日（金) 全国レディース委員会

ソニー生命カップ第38回全国レディーステニス大会
県決勝大会

9月13(火)・14(水)
・15日(木)

9月16日（金） あいち健康の森公園

フレンドリーカップ（年齢別） 口論義運動公園 普及部

10月12日（水） 10月13日（木） 名古屋グリーンTC

あいち健康の森公園

競技部

志段味スポーツランド

10月18日（火）・19日（水）

第12回マスターズ大会 11月1日（火） 11月16日(水) あいち健康の森公園

競技部

第4回ダンロップスリクソンチーム対抗レディステニス
東海大会　予選大会

ソニー生命カップ第38回全国レディーステニス大会
全国決勝大会

11月10日（木）~12日(土） 東京都・昭和の森TC 全国レディース委員会

第18回オレンジカップ 決勝大会
11月14日（月）
・15日（火）

11月21日（月） 口論義運動公園

12月1日（木） ー 岐阜県・長良川TP

第4回ダンロップスリクソンチーム対抗レディステニス
東海大会　決勝大会

12月6日（火） 12月16日（金） 静岡県・花川運動公園 事務局


