２０１８年度(平成３０年度)ジュニア大会スケジュール(案)
大 会 名 称 等
中国オープンジュニア山口大会（U１２、Ｕ１４、Ｕ１６）
MUFGジュニアテニストーナメント（全国大会）
中国オープン山陰ジュニアテニス大会
全国選抜ジュニア選手権大会 兼ワールドジュニア選考会
全国小学生テニス 中国予選

期
4/2 (月) ～

間
4/3 (火)

会場
山口：維新・岩国

4/10 (火) ～ 4/14 (土) 愛知・東山
5/4 (金) ～

5/17 (木) ～ 5/20 (日)

6/9 (土) ～ 6/10 (日) 鳥取：布勢

全国中学生テニス選手権大会 中国予選

7/14 (土) ～ 7/16 (月) 広島：広域

中国ジュニア 兼 全日本ジュニア中国予選

7/17 (火) ～ 7/22 (日) 岡山：備前

全国小学生テニス選手権大会

7/28 (土) ～ 7/30 (月) 東京：相娯園

全国高等学校テニス選手権大会（インターハイ）

8/1 (水) ～

8/8 (水)

ＲＳＫ全国選抜ジュニア 中国予選 （U13・S）

8/1 (水) ～

8/3 (金) 島根：松江

8/5 (日) ～

8/8 (水)

8/4 (土) ～

8/5 (日) 島根・松江

三重

兵庫：ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ

8/8 (水) ～ 8/17 (金)

大阪：靱・江坂

第３回 グラスコートジュニアキャンプ

8/17 (金) ～ 8/23 (木)

佐賀：グラスコート佐賀

第45回 全国中学生テニス選手権大会（全国大会）

8/18 (土) ～ 8/24 (金) 広島：広域

U-15 全国選抜ジュニア 中国予選 （U15・SD）

8/24 (金) ～ 8/27 (月) 島根：松江

全日本ジュニアテニス選手権大会

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 中国予選
ＪＴＡ伝達講習会（U12～O11）
広島ジュニアオープン（U11、U13、U15）

9/8 (土) ～

9/9 (日) 鳥取：布勢

9/15 (土) ～ 9/17 (月) 広島：びんご
9/1-2

9/22-23

宿舎：尾道ふれあいの里

広島：びんご

中国オープンＴＯＴＴＯＲＩジュニアテニス大会（U8、U11、U13）

9/22 (土) ～ 9/24 (月) 鳥取：布勢

第73回 国民体育大会 テニス競技

9/30 (日) ～ 10/3 (水)

中国・四国ジュニアチャレンジマッチ（U１5）

10/6 (土) ～ 10/8 (月) 広島：びんご

中国・四国小学生テニス大会（団体戦）

10/6 (土) ～ 10/8 (月)

福井

ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会

10/12 (金) ～ 10/14 (日) 岡山：浦安

世界スーパージュニアテニス選手権大会（ITF：GA）

10/15 (月) ～ 10/21 (日)

大阪：靱

U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯)

10/30 (火) ～ 11/4 (日)

福岡：博多の森

秋季しまねオープンジュニアトーナメント（U１１、１３）

11/10 (土) ～ 11/11 (日) 島根・浜山

（中国高体連）全国選抜高校テニス中国地区大会兼中国新人戦

11/16 (金) ～ 11/18 (日)

岡山オープンジュニア（U17）

予備日.4/15

千葉：柏

6/16 (土) ～ 6/18 (月) 山口：宇部

しまねオープンジュニアトーナメント（U11、U13）

予備日.4/4

5/6 (日) 鳥取：布勢

（中国高体連） 中国高等学校テニス選手権

マッチ タフキャンプ（Ｕ１２、Ｕ１４）

備考

宿舎：ツネイシしまなみビレッジ

10/13-14予選

広島：びんご､東広島

12/1 (土) ～ 12/2 (日) 岡山：備前

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会

12/13 (木) ～ 12/16 (日)

中国ジュニアクリスマストーナメント（U１７）

12/24 (月) ～ 12/26 (水) 山口：宇部 予備日.12/27

兵庫：ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ

岡山オープンジュニア（U１２、１４）

1/12 (土) ～ 1/13 (日) 岡山：備前

中国ジュニア・ウインター大会（Ｕ１６、１８）

1/19 (土) ～ 1/20 (日) 山口：宇部

中国ジュニア・ウインター大会（Ｕ１２、１４）

1/19 (土) ～ 1/20 (日) 岡山：備前

第２回 中国近県選抜高校テニス大会

2/9 (土) ～ 2/10 (日)

広島：びんご､竹ヶ淵

中国ジュニア強化練習会

2/11 (月)

広島：広域

ダンロップ中国ジュニア強化合宿（U１２、１４、１６）

2/23 (土) ～ 2/24 (日) 広島：びんご 宿舎：ふれあいの里

第41回 全国選抜高校テニス大会

3/20 (水) ～ 3/26 (火)

ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選（U１２、１４）

3/16 (土) ～ 3/17 (日) 山口：維新

中国ジュニアスプリング大会（Ｕ１８）

3/29 (金) ～ 3/31 (日) 広島：びんご

福岡：博多の森

