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2014 愛知県支部行事カレンダー
＊＊＊日程は変更になる場合もありますので、ご了承ください＊＊＊ 2014/01/21

行事名 日時 予備日 会場 担当部署

支部総会 2月12日 ー 東山公園TC 事務局

支部長杯 決勝大会 3月3日 3月10日 口論義運動公園 競技部

京都府支部との親睦会 3月4日 ー 志段味SL 事務局

マスターズ大会 3月6日 3月13日 あいち健康の森公園 競技部

2014・ルール講習会 3月11日 ー 東山公園TC 審判部

3月27日 4月3日

3月28日 4月4日

サエラ2014愛知県（全国親睦テニス講習会） 4月1・2日 ー 東山公園TC 事務局（本部行事)

プラチナ杯 ゴールドの部 4月7日 4月10日

　　　〃　　 ダイヤモンド・翡翠の部 4月8日 4月11日

MUFJジュニアテニストーナメント2014 4月9~12日 東山公園TC 審判部

桑名杯レディーステニス大会 予選大会D級 4月14日 4月21日 口論義運動公園

　　　　　　　〃　　　　　　　　     予選大会C級 4月14日 4月21日

　　　　　　　〃　　　　　　　　     予選大会D級 4月15日 4月22日

　　　　　　　〃　　　　　　　　     予選大会C級 4月15日 4月22日

　　　　　　　〃　　　　　　　 　    予選大会D級 4月16日 4月23日

　　　　　　　〃　　　　　　　 　    予選大会C・D級 4月18日 4月25日 一宮市テニス場

プチ・フレンドリーカップ in 小幡 4月24日 ー 小幡緑地公園 普及部

プチ・フレンドリーカップGOGO同窓会 4月28日 ー あいち健康の森公園 普及部

カンガルーカップ国際女子オープン2014 4月28日~5月4日 岐阜県・長良川TP 審判部

総合練習会 4月30日 ー 志段味SL 普及部

オレンジカップ 予選勝大会 5月7日 5月14日

　　　　　　　〃 5月8日 5月15日

　　　　　　　〃 5月9日 5月16日 口論義運動公園

　　　　　　　〃 5月9日 5月16日 一宮市テニス場

プチ・フレンドリーカップ in 知多 5月13日 ー 旭公園テニスコート 普及部

MIXオープンフレンドリーカップ 5月17日 ー 口論義運動公園 普及部

桑名杯レディーステニス大会 決勝大会 5月19・20日 5月21日 口論義運動公園
競技部
審判部

プチ・フレンドリーカップ at モリコロ 5月23日 ー 愛・地球博記念公園 普及部

オレンジカップ コンソレーション大会 5月27日 6月6日 志段味SL

　　　　　　　　　　〃 5月30日 6月6日 あいち健康の森公園

ピンクリボンレディーステニス 予選大会一般の部 6月2日 6月9日

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　　50歳以上の部 6月3日 6月10日

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　　一般の部 6月4日 9月11日

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　　50歳以上の部 6月5日 6月12日

総合交流会 6月13日 ー 口論義運動公園 普及部

ピンクリボンレディーステニス 決勝大会 6月17日 6月19日 あいち健康の森公園
ピンクリボン委員会
審判部

ピンクリボンレディーステニス コンソレーション大会 6月18日 ー 志段味SL

　　　　　　　　　　　　　　　〃 6月20日 ー あいち健康の森公園

オレンジカップ 決勝大会 6月23・24日 6月26日 口論義運動公園
競技部
審判部

東海地域桑名杯・クローバーカップ 7月2日 7月3日 志段味SL 競技部

プチ・フレンドリーカップ in 豊田 7月4日 ー 柳川瀬公園 普及部

プチ・フレンドリーカップ in 一宮 7月9日 ー 一宮市テニス場 普及部

プチ・フレンドリーカップ in 豊川 7月10日 ー 音羽運動公園 普及部

フレンドリーカップ（年齢別）+ルールとマナーの講習会 口論義運動公園

あいち健康の森公園・
志段味SL

あいち健康の森公園

志段味SL

あいち健康の森公園

志段味SL

口論義運動公園

競技部

普及部
審判部

競技部

競技部

ピンクリボン委員会

競技部

ピンクリボン委員会



2/2 ページ

行事名 日時 予備日 会場 担当部署

ピンクリボンセカンドカップ 北信越・東海地域 8月下旬予定 　 石川県・こまつドーム ピンクリボン委員会

ライン・主審講習会 8月下旬予定 ー 東山公園TC 審判部

ファミリーエンジョイテニス・親子テニス大会 8月25日 8月26日 口論義運動公園 普及部

ソニー生命カップ全国レディーステニス 予選大会 9月4・5・9・10日 9月11日
あいち健康の森公園・
志段味SL

全国レディース委員会

ソニー生命カップ全国レディーステニス 決勝大会 9月16・17・18日 9月19日 あいち健康の森公園
全国レディース委員会
審判部

総合練習会 9月22日 ー あいち健康の森公園 普及部

クィーンレディース代表選考会 9月24日 9月25日 あいち健康の森公園 全国レディース委員会

テイジン全日本ベテラン選手権大会 9月27日~10月8日 東山公園TC 審判部

ブルースカイ杯 予選大会 9月30日 10月7日

　　　　　　　　〃 10月1日 10月8日

　　　　　　　　〃 10月2日 10月9日

　　　　　　　　〃 10月3日 10月10日

　　　　　　　　〃 10月3日 10月10日 一宮市テニス場

　　　　　　　　〃 10月6日 10月9日 口論義運動公園

支部長杯 10月~2月 　 各地 競技部

ジャパンオープンジユニア選手権大会2014 10月12~18日 東山公園TC 審判部

10月14日 10月21日

10月17日 10月24日

朝日東海レディーステニス大会 10月15日 10月16日 三重県・桑名総合運動公園 全国レディース委員会

プチ・フレンドリーカップ in 西尾 10月20日 ー 西尾LTC 普及部

ピンクリボンレディーステニス 全国決勝大会 10月下旬予定 　 神奈川県・荏原SSC ピンクリボン委員会

ブルースカイ杯 決勝大会 10月27・28日 10月30日 あいち健康の森公園
競技部
審判部

ダンロップチーム対抗レディステニス東海大会 予選 11月5日 11月7日 三重県・桑名総合運動公園 事務局

総合交流会 11月5日 ー 口論義運動公園 普及部

ブルースカイ杯 コンソレーション大会 11月6日 11月13日 志段味SL

　　　　　　　　〃 11月7日 11月14日 あいち健康の森公園

ホワイトカップ D級 11月10日 11月17日

　　　〃　　　　 C・E級 11月11日 11月18日

ソニー生命カップ全国レディーステニス 全国決勝大会 11月13~15日 　 東京都・昭和の森TC 全国レディース委員会

ダンロップチーム対抗レディステニス東海大会 予選 11月18日 11月20日 志段味SL 事務局

ダンロップワールドチャレンジ2014 11月18~23日 豊田スカイホール 審判部

プチ・フレンドリーカップ at モリコロ 11月26日 ー 愛・地球博記念公園 普及部

ダンロップチーム対抗レディステニス東海大会 決勝 11月27日 11月28日 岐阜県・瑞浪 事務局

東海地域クレストテニス大会 12月2日 ー 静岡県・花川運動公園 競技部

チャリティートーナメント 12月4日 12月5日 口論義運動公園 事務局

地域別練習会 随時 各地 普及部

ルール・審判講習会 随時 各地 審判部

口論義運動公園

口論義運動公園フレンドリーカップ（クラス別）

志段味SL

あいち健康の森公園 競技部

普及部

普及部
審判部

競技部


