
平成２１年度(2009年度)　滋賀県高体連テニス専門部　行事予定(案)

2009/06/29現在

分類 大会名 会場
試
合
球

主　催 申込期日等 備考

1 県内大会 09（土）,1 0（日） 国体選考会 長浜ドーム（８面） 県庭協

2 県内大会 30（土）,31（日） 春季総体（予選） 大石(女子）、彦総運（男子) Ｗ 高体連 顧問会議概ね７日前

県内大会
大石：04（木）～06（土）

彦根：04（木）～07（日）
春季総体（本戦）

大石(女子）
彦総運（男子)

Ｗ 高体連 顧問会議概ね７日前

3 地区大会 19（金）～21（日） 近畿高校選抜テニス大会 長浜ドーム Ｗ 近高体連

※18（木）午後準備等 　（最終日：新人の部）
4 練習会等 27（土） 高体連普及練習会 彦総運 高体連

5 練習会等 11（土）,12（日） インターハイ合宿 彦総運・スポーツ会館 高体連

6 地区大会 16 （木）～ 24 （金） 関西ジュニアテニス選手権大会 大阪・うつぼ S KTA

7 県内大会 彦根： 22 （水）～ 26 （日） 夏季ジュニアテニス選手権U17 彦総運（ 男子 )

長浜： 22 （水）～ 24 （金） （シングルスのみ） 長浜ドーム（ 女子 ）

8 全国大会 29(水)～8/0４(火) 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
奈良・明日香テニスコート
/橿原総合運動公園

Ｗ 全国高体連 番組編成会議7/2,3 7/27監督会議

9 県内大会 06（木）女子,07（金）男子
滋賀県民総スポーツの祭典
滋賀県民体育大会の部

彦総運（男女) Ｗ 高体連 顧問会議概ね７日前

10 全国大会 05(水 )～ 17(月 )  全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権 大阪・うつぼ

11 県内大会

大石：12（水）,13（木）,
17（月）～19（水）

彦根：16（日）～20（木）

近畿高等学校テニス大会県予選
（個人戦のみ）

大石（女子）
彦総運（男子）

S 高体連 顧問会議概ね７日前

12 練習会等 21（金）,22（土） 近畿大会出場者　強化合宿 彦総運・スポーツ会館 高体連

13 練習会等 23 （日） 三県対抗戦　【国体出場者および次期候補者】 彦総運 県庭協

14 練習会等 24 （月） ,25 （火） 中高一貫　強化合宿 彦総運 県庭協

15 地区大会 11（金）～13（日） 近畿高等学校テニス大会（個人戦）　 彦総運、長浜ドーム 近高体連

16 練習会等 26（土） 高体連普及練習会 彦総運 高体連

17 全国大会 02 （金）～ 5 （月） 国民体育大会（トキめき新潟国体）
少年女子　長岡市営希望が丘
少年男子　南魚沼市大原運動
公園

18 練習会等 10（土） 高体連普及練習会 彦総運 高体連

19 国際大会 11(日)～18(日) 世界スーパージュニア 大阪・うつぼ JTA

20 県内大会 24（土）,25（日） 秋季総体（予選） 大石（男子）　彦総運（女子） Ｗ 高体連 顧問会議概ね７日前

大石：29（木）～31（土）

彦根：29（木）～11/01（日） 秋季総体（本戦）
大石（男子）
彦総運（女子）

Ｗ 高体連

21 県内大会 8 （土） 関西選抜ｼﾞｭﾆｱ　県選考会 希望が丘 県庭協

22 地区大会 １４（土）～１５（日）　１６（月）予備  全国選抜高校近畿地区大会（団体戦） 奈良・明日香テニスコート W 近高体連

23 地区大会 18（金）～20（日） 関西ジュニア選抜テニス選手権 大阪・うつぼ KTA

24 地区大会 19（土）～2０（日） 京都インビテーショナルテニス大会 京都 京都府高体連

25 県内大会 彦根： 23 （水）～ 27 （日） ウィンターダブルステニス選手権 彦総運（　　　) 県庭協

長浜ドーム（　　　）

26 地区大会 2010 ５（火）～６（水） 近畿公立高校大会（団体戦） ？ 近高体連

27 全国大会 25 （月）～ 27 （水） 全日本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内 江坂 JTA

28 県内大会 23 （土） ,24 （日） トヨタジュニア滋賀県選考会 長浜ドーム 県庭協

29 県内大会 11 （木） ウィンタージュニア大会 長浜ドーム 県庭協

30 練習会等 13 （土） ,14(日） 近府県大会(国体委員会) 長浜ドーム 県庭協

31 県内大会 25（木）～30(火） 滋賀県ジュニアテニス選手権大会 彦総運（女子？)長浜ドーム（　男子 県庭協

32 全国大会 21(日)～27(土) 全国選抜高等学校テニス大会 博多の森/九州国際テニスクラブ 全国高体連

※彦総運＝彦根総合運動場、大石＝大津市大石緑地スポーツ村

【会議】 【平成2１年度　滋賀県高体連テニス部　顧問会議開催期日(案）】
会議名

101 2009・４月 21日（火） 常任委員会

102 ５月 12日（火） 9:30～ 第 １ 回　顧問会議　 (春季大会ドロー会議）

103 ７月  ３日（金）10:30～ 顧問代表者会議　（県体・夏季ジュニアドロー会議）

104 ８月  ４日（火）  9:30～ 近畿大会県予選ドロー会議
105 １０月 13日（火）10:30～ 第 ２ 回　顧問会議　（秋季大会ドロー会議）

106 １２月   4日（金）10:30～ 顧問代表者会議　（ウィンターダブルスドロー会議）

107 2010・１月 中旬～下旬 常任委員会

108 ２月 26日（金） 10:30～ 第 ３ 回　顧問会議（滋賀県ジュニアテニス選手権ドロー会議）

期日

期日

準備10（木）ドーム終日,彦根午後
予備日　14（月）

長浜： 23 （水） ,24 （木） ,27 （日） ,28 （月）

5月

６月

１０月

１１月

１２月

１月

栗 東 高 校
米 原 高 校

 会場

７月

８月

９月

２月

３月

北 大 津 高校
栗  東 高 校
近 江 高 校
彦 根 工 業 高 校

大 津 商 業 高 校
ﾗｲｽﾞｳﾞｨﾗつがやま(守山）

【※試合球：W=ウィルソン US OPEN  男子：EXTRA DUTY　女子：REGULAR DUTY

B=ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝXT-8  D=　は FORT 　S=SRIXON 　 Y=ﾖﾈｯｸｽ ﾏｯｽﾙﾊﾟﾜｰ】　　　※試合球は、春秋総体、県体は各校持参。


