
2021.4.16現在

※日程は、天候その他の理由で変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

月 日程 行事 場所 主催 主管 備考

1 4(月)～8(金) 兵庫・沖縄友愛事業　島田叡杯　中止 沖縄県 HTA 強化委員会/ジュニア委員会

9(土)10(日)11(月) ｳﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱテニス選手権 しあわせの村/神戸総合他 HTA・神戸市テニス協会 神戸市テニス協会

16(土)17(日)

20(水)～24(日) 第35回テニス日本リーグ　中止 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ JTA HTA

25(月)～31(日) 加古川ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ2021 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守 トップアスリート・フェローシップ

30(土)予備31(日) MUFGジュニアテニストーナメント県予選 しあわせの村／神戸総合 HTA ジュニア委員会

31(日) 県中学校冬季テニス大会（団体） 神戸総合 中ﾃ連 中体連

未定 スーパージュニア育成塾　中止 未定 HTA 強化委員会

2 延期（日程未定） 兵庫県チーム代表テニス対抗戦（男子） 未定 HTA 強化委員会

延期（日程未定） 兵庫県チーム代表テニス対抗戦（女子） 未定 HTA 強化委員会

14(日) トレセン低年齢大会　中止 明石公園 HTA 強化委員会

13(土)～21(日) 第15回兵庫ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝ選手権大会（E1） 神戸総合運動公園 HTA ベテラン委員会

27(土)28(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U16予選 神戸総合／しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

3 6(土)7(日)13(土)14(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U12予選 ブルボンビーンズドーム HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

6(土)7(日)13(土)14(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U14予選 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

13(土)20(土)21(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U16予選 しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

20,21,24,予25～27 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U18予選 各高校 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

28(日)～31(水) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U18本戦 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

29(月)～31(水) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U12本戦 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

15(月)～17(水)23(火) コープ杯兵庫ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 吉川総合公園・香枦園 HTA 女子委員会

予備 アーバン六甲・住友総合 ★3/28(日)～30(火)予31(水)

18(木)23(火)24(水) 芦屋シーサイド・芦屋公園 全国選抜中学校（香川）

18（木） 第1回みんなでテニス団体戦 吉川総合公園 HTA 親睦テニス大会委員会

3/27(土)～4/4(日) 神戸オープンテニス2021（予選/本戦）　中止 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 神戸オープン実行委員会

21(日) 総会 神戸西神オリエンタルホテル HTA

4 3/27(土)～4/4(日) 神戸オープンテニス2021（予選/本戦）　中止 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 神戸オープン実行委員会

2(金) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U18本戦（予備） 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

3(土)4(日)予10 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U14U16本戦 しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

26(月)予27(火) ブルボンレディースチャンピオンカップ予選 西猪名公園・明石公園 女子連 女子連兵庫県支部

24(土）25（日） 県高校総体予選（団体） 各高校ｺｰﾄ 高体連 高体連

17(土)18(日) トレセン練習会（兵庫B、低年齢） ブルボンビーンズドーム HTA 強化委員会

未定 第1回レッドボール大会 未定 HTA 強化委員会

5 1(土)～3(月) 県高校総体予選（個人） 各高校ｺｰﾄ 高体連 高体連

1(土)、2(日) 県民大会（一般男女） ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般・ﾍﾞﾃﾗﾝ委員会

3(月)、4(火) 県民大会（ベテラン男女） ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般・ﾍﾞﾃﾗﾝ委員会

16(日)、予備17(月) ねんりん交流大会　県予選 明石公園 HTA ふれあい委員会

23(日) トレセン低年齢大会 明石公園 HTA 強化委員会

29(土)・30(日)予備6/5 全国中学生兵庫県予選（S・D） 城山公園・西猪名公園 中ﾃ連 中体連

28(金)・29(土) 県高校総体本戦（団体）　 神戸総合運動公園/しあわせの村 高体連 高体連

29(土)・30(日) 県高校総体本戦（個人）　 神戸総合運動公園 高体連 高体連

6 4(金)～6(日)予7(月) 県高校総体本戦（個人）　 神戸総合運動公園 高体連 高体連

5(土)、6(日) ダンロップトーナメント　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般大会委員会

11（金） 第２回みんなでテニス団体戦 吉川総合公園 HTA 親睦テニス大会委員会

14（月）21(月)予15,22 ブルボンレディースチャンピオンカップ予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ・西猪名公園・明石公園 女子連 女子連兵庫県支部

20(日) 第13回明石ジュニアテニス　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 明石市テニス協会 明石市テニス協会

20(日) トレセン低年齢大会 明石公園 HTA 強化委員会

24(木) ピンクリボン兵庫県決勝大会　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部

6月中 県中学校春季テニス大会（団体） 各校ｺｰﾄ 中ﾃ連 中体連

26（土）27(日) 近畿中学生テニス選手権大会（S・D）兼全中予選 神戸総合運動公園 中ﾃ連 中体連

27(日) テニス研修会　 ブルボンビーンズドーム HTA 普及指導者育成委員会

未定 全日本テニス選手権　県予選（兼国体2次予選）　 未定 HTA 強化委員会
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未定 国体選手最終選考会（成年／少年）　 未定 HTA 強化委員会

7 6/28（月）～7/4（日） 明石ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ2021 明石公園 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

1（木）2（金）予8(木),9(金) プリンスレディーステニストーナメント　 吉川総合公園 女子連 女子連兵庫県支部

3(土)～21(水) 県中学校夏季テニス大会（個人戦）/神戸市中学総体 各校コート他 県中ﾃ連/神戸市中ﾃ連 県中体連/神戸市中体連

7(金)～11(日) 国体近畿ブロック予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 日本スポーツ協会 大阪府テニス協会

15（木） 第３回みんなでテニス団体戦 吉川総合公園 HTA 親睦テニス大会委員会

17(土)18(日)22(木) 兵庫県ｻﾏ-ｼﾝｸﾞﾙｽ小学生学年別男女混合大会　 明石公園 HTA ジュニア委員会

24(土)25(日)26(月)

24(土)～31(土) 兵庫県ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰﾁｬﾚﾝｼﾞU17　 神戸総合／しあわせの村 HTA ジュニア委員会

12(月)～15(木) レインボー兵庫県予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部

25(日) ﾌｧﾐﾘｰｴﾝｼﾞｮｲﾃﾆｽ　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA/女子連 女子連兵庫県支部

27(火)28(水)予29 県中学校総合体育大会（SD団体） 神戸総合運動公園 中ﾃ連 中体連 ★7/30(金)31(土)

未定 県ﾃﾆｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（17才以下）ｼﾝｸﾞﾙｽ予選/本戦　 宝塚テニス協会 宝塚テニス協会 全中近畿地区代表決定戦団体

未定 県ﾃﾆｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（17才以下）ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　予選/本戦　 宝塚テニス協会 宝塚テニス協会 （滋賀・長浜）

8 1～3、予備14,15 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権15U予選 神戸総合／しあわせの村 HTA ジュニア委員会

8(日) 普及研修会　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 普及指導者育成委員会

５(木)～７(土) 県新人大会（個人）予選 各高校コート 高体連 高体連

11(水)12(木) 高体連神戸支部団体戦 神戸総合・しあわせの村 高体連 高体連

1(日)～3(火) 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権13U予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA ジュニア委員会

4(水)～6(金) 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権11U予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA ジュニア委員会

21(土)22(日) 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権13・11本戦　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA ジュニア委員会 ★8/2(月)～８(日)

19（木）～21（土） 県新人大会（個人）本戦 赤穂海浜公園 高体連 高体連 全国高校総体（松本）

28(土)29(日) 夏季ジュニアU17予選 各高校コート HTA/高体連 ジュニア委員会/高体連 ★8/5(木)6(金)予備7(土)

30(月)31(火) 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱ2021　Ⅰ　予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 国際大会委員会 近畿中学校総体（兵庫）

未定 県ﾃﾆｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（11才以下）予選・本戦　 宝塚テニス協会 宝塚テニス協会 ★8/18(水)～21(土)

未定 県ﾃﾆｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（13才以下）予選/本戦　 宝塚テニス協会 宝塚テニス協会 全国中学校テニス（福島）

未定 県ﾃﾆｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（15才以下） 予選/本戦　 宝塚テニス協会 宝塚テニス協会

9 8/31（火）1（水）2(木) ソニー生命全国レディース大会県予選 ブルボンビーンズドーム・吉川公園 女子連 女子連兵庫県支部

5(日)11(土) 香住町　今子浦公園

予7(火),9(木),12(日) 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・香枦園

1(水)～5(日) 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱ2021　Ⅰ　本戦　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 国際大会委員会

6(月),7(火) 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱ2021  Ⅱ　予選　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 国際大会委員会

8(水)～12(日) 兵庫国際ｼﾞｭﾆｱ2021　Ⅱ　本戦　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 国際大会委員会

4(土)5(日) 夏季ジュニアU17予選 各高校コート HTA/高体連 ジュニア委員会/高体連

11(土)12(日)

3(土)～12/19(日) 県下職域団対戦　 各所属コート HTA 一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ委員会

5(日)12(日)予19 第2回兵庫グリーンボール大会　 ｱｰﾊﾞﾝ六甲 HTA 強化委員会

14(火)～17(金) 全日本西日本大会　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ JTA HTA

20,23,25,予備26 夏季ジュニア　U17本戦（県民大会　高校の部） 神戸総合運動公園 HTA/高体連 ジュニア委員会/高体連

19(日),20(月),予備23(木) 夏季ジュニア　U15本戦 神戸総合／しあわせの村 HTA ジュニア委員会

23(木) テニスの日　 未定 HTA 普及委員会

24(金) コスモスカップIN55 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部

25(土)26(日) 関西ジュニアサーキット第1戦11U・13U ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ KTA 兵庫県ジュニア委員会

27(月)28(火)30(木) 全国レディース兵庫県決勝大会 吉川総合公園 女子連 女子連兵庫県支部

10/1(金)予4(月)

10 2〈土）3（日） 県高校新人大会　団体戦　予選 各高校コート 高体連 高体連

3(日) 県下都市対抗（ジュニア） ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般大会委員会

15（金） 第４回みんなでテニス団体戦 吉川総合公園 HTA 親睦テニス大会委員会

17(日) 県下都市対抗（一般） ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般・ベテラン委員会

18(月)～20(木) 兵庫ﾚﾃﾞｨｰｽテニストーナメント ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 女子委員会

16(土)、予備23(土) 兵庫県シニアマスターズ都市対抗 吉川総合公園 HTA 一般・ベテラン委員会

24(日) ふれあいの祭典 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA ふれあい実行委員会

10月中 県中学校秋季テニス大会（団体） 各校コート 中ﾃ連 中ﾃ連

30(土)、31(日)予備11/1 県高校新人大会　団体戦　本戦 神戸総合運動公園 高体連 高体連
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31(日) トレセン低年齢大会 明石公園 HTA 強化委員会

25(月)～31(日) 加古川市長杯加古川オープン2021 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守 トップアスリート・フェローシップ

11 10/30(土)～11/14(日) 県中学校秋季テニス大会（S・D） 各校ｺｰﾄ他 中ﾃ連 中ﾃ連

1(月)予2(火) ブルボンレディースチャンピオンカップ予選 西猪名公園 女子連 女子連兵庫県支部

3(水) 小学生テニス体験教室 ラケットパル（川辺郡） HTA 体協委員会

7(日) トレセン低年齢大会 明石公園 HTA 強化委員会

14(月)～21(日) 兵庫ノアチャレンジャー　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA チャレンジャー実行委員会

21(日) ﾃﾆｽ研修会 未定 HTA 普及指導者育成委員会

20(土)21(日)予22 県中学校新人ﾃﾆｽ選手権大会 神戸総合運動公園 中体連 中体連

22(月) ブルボンレディースチャンピオンカップ予選 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部

23(火) 関西ジュニアチーム戦　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ KTA 兵庫県ジュニア委員会

23(火) 県公立高校大会（団体） しあわせの村 高体連 高体連

20,21,27,28 ｳﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱテニス選手権 しあわせの村 HTA・神戸市テニス協会 神戸市テニス協会

27(土)28(日),12/12(日) 公認コーチ２養成講習会 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 普及指導者育成委員会

29(月)30(火) ブルボンレディースチャンピオンカップ決勝大会 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部
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1(水)～5(土) ﾃﾝ・ｲﾝﾄﾞｱ西神戸オープン2021 ﾃﾝ･ｲﾝﾄﾞｱ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾃﾝ･ｲﾝﾄﾞｱ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ

2(木)～5(日) 第35回テニス日本リーグ　Ⅰstステージ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ JTA HTA

4,5,11,12,19 ｳﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱテニス選手権 しあわせの村 HTA・神戸市テニス協会 神戸市テニス協会

9（木） 第５回みんなでテニス団体戦 吉川総合公園 HTA 親睦テニス大会委員会

11(土)12(日) 職域団体対抗　準決勝・決勝　 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ HTA 一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ委員会

13(月)14(火) ﾚｲﾝﾎﾞｰｶｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽ決勝大会 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ 女子連 女子連兵庫県支部

16(木)～19(日) JOC全日本ジュニア室内選手権大会 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ JTA KTA/HTA

25(土) 県公立高校大会（個人） しあわせの村 高体連 高体連

1 4(火)～8(土) 兵庫・沖縄友愛事業　島田叡杯　 沖縄県 HTA 強化委員会/ジュニア委員会

2022 8,9,10,15,16 ｳﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱテニス選手権 しあわせの村/神戸総合他 HTA・神戸市テニス協会 神戸市テニス協会

19(水)～23(日) 第36回テニス日本リーグ 2ndステージ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ JTA HTA

31(月)～2/6(日) 加古川ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ2022 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守 トップアスリート・フェローシップ

29(土)予備30(日) MUFGジュニアテニストーナメント県予選 神戸総合運動公園 HTA ジュニア委員会

30(日) 県中学校冬季テニス大会（団体） 神戸総合運動公園 中ﾃ連 中体連

未定 スーパージュニア育成塾 未定 HTA 強化委員会

2 未定 兵庫県チーム代表テニス対抗戦（男子） 未定 HTA 強化委員会

2022 未定 兵庫県チーム代表テニス対抗戦（女子） 未定 HTA 強化委員会

13(日) トレセン低年齢大会 明石公園 HTA 強化委員会

12(土)～20(日) 第16回兵庫ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝ選手権大会（E1） 神戸総合運動公園 HTA ベテラン委員会

19(土)20(日) トレセン練習会（兵庫B、低年齢） ブルボンビーンズドーム HTA 強化委員会 ★2/23(水)

26(土)27(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U16予選 神戸総合／しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会 近畿中学校新人（団体）滋賀

3 13(日)19(土)20(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U12予選 ブルボンビーンズドーム HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

2022 13(日)19(土)20(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U14予選 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

予備26(土) しあわせの村

12(土)19(土)20(日) 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U16予選 しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 U18予選 各高校 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

28(月)～31(木)予備4/2 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U18本戦 神戸総合運動公園 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

26(土)、4/2,3,予備9 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U12本戦 しあわせの村 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

14(月)15(火)16(水) コープ杯兵庫ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ 吉川総合公園 HTA 女子委員会

予備 アーバン六甲・住友総合

17(木)22(火)23(水) 芦屋シーサイド

未定 神戸オープンテニス2022（予選/本戦） 未定 HTA 神戸オープン実行委員会

未定 総会 未定 HTA

4月予定 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U12本戦 未定 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会

4月予定 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U14本戦 未定 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会 ★3/28(月)～30(水)予31(木)
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※日程は、天候その他の理由で変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

月 日程 行事 場所 主催 主管 備考

2021年度　兵庫県テニス協会及び関連事業日程表

4月予定 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会U16本戦 未定 HTA ｼﾞｭﾆｱ委員会 全国選抜中学校（香川）


