平成２９年度 事業計画
項目
行事名
1 第４２回会長杯争奪
支部対抗戦

会場

実施予定日
３／２６（日）、４／９(日)、
予備日４／１５（土)

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ

2 第４１回都市対抗
神奈川県予選
3 第６６回
神奈川県選手権大会
4 第８２回神奈川県実業団
対抗テニス大会(B大会)
5 第８２回神奈川県実業団(B)
対抗テニス決勝トーナメント

４／８(土)、４／９(日)

藤沢市、鎌倉市、横須賀市コート

４／１５（土)～４／２５(火)予備日

大和市、綾瀬市、小田原市他コート

４月～

各地コート

５／２０(土)、２１(日)、
予備日５／２７（土）及び２８（日）
６／１８(土)、２５(土)予備日

6 第９４回
春季ダブルス大会
〔オープン化〕
7 春季初心者
テニス教室
8 第１４回テニスを楽しむ会

常任理事会

備考
3/26(日) ｵﾑﾆｺｰﾄ6面 9：00～17：00 ＋ｵﾑﾆｺｰﾄ4面 9：00～13:00
4/9(日) ｵﾑﾆｺｰﾄ6面 9：00～17:00
予備日：4/15(土) ｵﾑﾆｺｰﾄ6面
一般男S､一般女S､一般男D､一般女D､男45以上D､女45以上D､男55以上D

常任理事会

種目≪男子/女子≫一般S/D、35歳～85歳以上まで、5歳刻みでS/D

各市町村代表の実業団チーム
による団体戦

県実業団委員会
市実業団委員会

秦野市実業団対抗リーグ戦Ａリーグ所属、戦績上位チームが出場

ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ 10面
5/27､28予備日は､なでしこ他ｺｰﾄ

団体戦トーナメント

神奈川県テニス協会
市実業団委員会

神奈川県実業団(B)団体戦決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

５／１３（土）、６／３(土)、１０（土）、
６／１１（日）、２４(土)、
予備日６／２５(日)

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ

５／１３(土)、６／３(土)、１０（土）、
２４(土)、予備日：７／８（土）
５／２３(火)～６／１３(土)、
予備日６／２０(火)
６／１５（木）、２２（木）、
予備日６／２９(木)
４月～８月

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 13:00～17:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 2面
7/8予備日は、なでしこｺｰﾄ
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 12:00～14:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 2面

大会委員会
個人トーナメント
男子Ａ、男子Ｂ、女子Ａ、女子
Ｂ
女子45歳以上
混合、混合110歳以上クラス
普及委員会
別途一般募集
ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ/一般ｸﾗｽ
常任理事会
別途一般募集

５月～１０月

各地コート

13 秦野市地区対抗戦
(秦野市総合体育大会)

７／２９（土）～８／２６(土)、
予備日９／２(土)、９/９（土）
７／２３(日)、
予備日７／３０(日)

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 16:00～18:00
ｵﾑﾆｺｰﾄ 2面
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 8:00～19:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 6面

14 第９５回
秋季ダブルス大会
〔オープン化〕

８／２６（土）、９／２(土)、３(日)、
９／１０（日）、１７(日)、
予備日９／２４（日)

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ及びおおね公園
ｵﾑﾆｺｰﾄ及びﾊｰﾄﾞｺｰﾄ

15 親子で楽しむ
キッズテニス教室
16 第１５回テニスを楽しむ会

９／２３（祝日）

別途連絡
（体育館ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ予定）
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 13:00～15:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 2面
(最終日と予備日は、3面)
10/1：ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ、
10/8予備日は、おおね公園
ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ
4面 13:00～17:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 2面
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ

9 第１０回平日ダブルス大会
10 第５９回神奈川県実業団
対抗テニスリーグ戦
11 秦野市実業団
対抗リーグ戦
12 夏季ジュニアテニス教室

17 第６回秦野車いすテニス・
ニューミックス大会
18 秋季初心者
テニス教室
19 第８３回神奈川県実業団
対抗テニス大会(B大会)
20 第６０回神奈川県実業団
対抗テニスリーグ戦
21 第４２回
シングルス大会
〔オープン化〕

22 第１１回平日ダブルス大会
23 市民の日
テニス教室
24 第８回
秦野市ジュニアテニス大会
25 神奈川県公認指導員
養成研修会
26 第1回チャリティテニス大会
27 第67回
神奈川県選手権大会

９／２８(木)～１０／１９(木)、
予備日１０／２６(木)
１０／１(日)、
予備日１０／８(日)
１０／１４(土)～２８(土)、１１／１１
（土）
１１／１８(土)、予備日１１/２５(土)
１１月

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 9:00～17:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 4面
各地コート

事業内容
団体戦（5ﾎﾟｲﾝﾄ）
男子Ｄ×3、女子Ｄ×1、
混合Ｄ×1
団体戦（7ﾎﾟｲﾝﾄ）
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦,別途選手選考
個人トーナメント
別途選手募集

企画統括
大会委員会

5/13(土)～ ｵﾑﾆｺｰﾄ4面または6面 8：00～18：00
予備日：6/25(日)

5/13 の土曜日～ 計4回。予備日：7/8(土)なでしこｺｰﾄ
5/23(火)～ 毎火曜日、計4回。 ダブルスの試合を中心に楽しんで貰う
（募集人員16名)男女問わない。予備日：6/20(火)
予備日：6／29(木)

別途一般募集
個人（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）戦
県登録実業団ﾁｰﾑによる
団体ﾘｰｸﾞ戦

常任理事会
神奈川県
市実業団委員会

県男子リーグ9部：日立情報通信

市登録実業団ﾁｰﾑによる
団体ﾘｰｸﾞ戦
別途一般募集
ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ(6歳～12歳)
地区対抗
団体ﾘｰｸﾞ戦

市実業団委員会

詳細は別途実業団委員会による

普及委員会

7/29（土）～毎土曜日、計5回
予備日：9/２、9/9
予備日：７/３０

個人トーナメント
一般男･女(本選･予選)
男子45､55､65歳以上
女子45歳以上
混合、混合110歳以上クラス
別途一般募集
（幼児・低学年）
別途一般募集

大会委員会

8/26(土) ｵﾑﾆｺｰﾄ6面
9/17(日)及び予備日：9/24(日)は、おおね公園、ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ4面

普及委員会

小学3年生以下対象

常任理事会

別途一般募集
ﾘｰｸﾞ戦および順位決定戦
別途一般募集
ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ/一般ｸﾗｽ

常任理事会

9/28(木)～ 毎木曜日、計4回。 ダブルスの試合を中心に楽しんで貰う
（募集人員16名)男女問わない。予備日：10/26(木)13：00～15：00
ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ 6面、10/8予備日 おおね公園 ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ4面
主催：秦野市スポーツ協会 主幹：秦野市テニス協会
10/1４～ 毎土曜日、計5回。予備日：11/25

神奈川県
市実業団委員会
神奈川県
市実業団委員会

秦野市実業団対抗リーグ戦Ａリーグ所属戦績上位チームが出場

大会委員会

10/14(土)～ ｵﾑﾆｺｰﾄ4面または6面 9：00～17：00
予備日：11/11(土)、19(日)

常任理事会

予備日：10/24(火)

市民自治振興課
常任理事会
常任理事会

市民の日テニス教室 〔ｺｰﾄ改修により面数3面〕

常任理事会

神奈川県公認指導員養成のための研修会

常任理事会

普及委員会

各地コート

各市町村代表の実業団チーム
による団体戦

１０月～ Ｈ３０／１月

各地コート

１０／１４（土）、１５（日）、２１(土)、
１０／２８（土）、２９（日）、
１１／５（日）、
予備日１１／１１（土)、１９（日）

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ

県登録実業団ﾁｰﾑによる
団体ﾘｰｸﾞ戦
個人トーナメント
一般男･女(本選･予選)
男子45､55､65歳以上
女子45歳以上

１０／１０（火）、１７（火）、
予備日１０／２４(火)
１１／３(祝日)

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 9:00～17:00 ｵﾑﾆｺｰﾄ 4面
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ

別途一般募集
個人（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）戦
別途一般募集

１１／５（日）､１２（日）、１９（日）
予備日１２／１０(日)、１７(日)
１１月

おおね公園 9:00～17:00
ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ 4面
ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ予定

別途一般募集
個人（ｼﾝｸﾞﾙｽ）戦
別途指導者募集（協会員）

１／２１(日)、
予備日１／２８（日）

ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ 6面

別途募集

常任理事会

秦野市ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ庭球場の整備/改修に向けたﾁｬﾘﾃｨｰ大会

２／２４（土)～３／６(火)予備日

平塚、海老名、茅ケ崎、伊勢原他コート

個人トーナメント
別途選手募集

常任理事会

種目≪男子/女子≫一般S/D、35歳～85歳以上まで、5歳刻みでS/D

※第43回会長杯争奪支部対抗戦(1日目)として、2018年3月25日(日）ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸで開催予定（ｵﾑﾆ 6面 9：00～17：00 予約済）

県男子リーグ：日立情報通信

予備日：12/10(日)､17(日)

