
 2023和歌山県テニス協会　及び各加盟郡市テニス協会等の年間行事計画一覧

主催 大会名称 実施日程 会　場 大会種目 ｵｰﾌﾟﾝ

女子連 2023ダンロップレディース和歌山大会 3/7、予3/23 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

県 国体一次予選(成年男女) 4/2 つつじが丘テニスコート 成年男女 単

東牟婁 シングルス大会 中止 三重県熊野市山崎運動公園テニスコート 男女シングルス 〇

海南 第12回海南市民総合スポーツ大会 4/9 海南市東部テニスコート 男女ダブルス

田辺 第47回田辺市民体育祭 4/9、予16 田辺スポーツパーク 男女ダブルス（オープン）

女子連 第16回ＭＹ(マイ)カップ レディーストーナメント 4/11、18 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

県 ジュニアテニス教室（PLAY＆STAY） 4/16 有田市民体育館 PLAY＆STAYテニス

県 ジュニアテニス教室（PLAY＆STAY） 4/22 和歌山ビッグウエーブ PLAY＆STAYテニス

県 2023年度和歌山県中学生テニス大会 4/30、5/3､予7 つつじが丘テニスコート 中学生男女 シングルス･ダブルス

県 2023和歌山県知事杯テニス選手権 兼 全日本予選 兼 ダンロップ予選 5/3､4､5、予7 紀三井寺公園テニスコート 一般男女 単・複(男子はA/B）、ベテラン 男単・男女複 ○

女子連 桑名杯　若葉カップテニス大会（スプリングステージ） 5/9、予16 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

橋本 関西エンジョイテニス連合 第5回高野山麓はしもと大会 5/11、12 橋本市総合運動公園 男女ダブルス

田辺 夏季シングルス大会 5/14､予無し 田辺スポーツパーク 男女シングルス（オープン）

日高 第38回日高オープンテニス大会（ダブルス） 5/14 かわべテニス公園 男女ダブルス（クラスⅠ・Ⅱ）

和市 第42回和歌山市クラブ対抗テニス大会 5/14、21 つつじが丘テニスコート 一般男女（男子：Ｄ３、女子：Ｄ３）

海南 第43回海南市テニス選手権大会 5/14、21、28 海南市東部テニスコート 男女シングルス・ダブルス 〇

有田 第37回春季トーナメント 5/21、予28 金屋テニス公園 男女シングルス・ダブルス

東牟婁 団体戦 5/21 三重県熊野市山崎運動公園テニスコート 団体戦

女子連 第20回ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ和歌山県予選大会 5/30、予6/6 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

高体連 県高校総体テニス競技の部　予選・本戦 5/31～6/4、予5 つつじが丘テニスコート 高校シングルス・ダブルス

県 和歌山県グリーンボール大会 6/3､予17 紀三井寺公園テニスコート 10・8歳以下　男女シングルス

有田 第46回有田市民スポーツ大会 6/4、予6/11 ソト浜テニスコート 男子シングルス・男女ダブルス・初級ダブルス・MIX

和市 第34回和歌山市夏季テニス選手権大会 6/4、11、18、予7/2 つつじが丘テニスコート 一般男女 単・複､45歳以上男子単・複､女子複、55歳以上男子複 ○

県 国体最終予選(成年・少年男女) 6/10、11 つつじが丘テニスコート 成年男女 単

県 国体最終予選(少年男女) 6/11、12 つつじが丘テニスコート 少年男女 単

橋本 令和5年度　橋本市オープンテニス大会 6/11、18 橋本市総合運動公園 男女シングルス

県 日本スポーツマスターズ2023　和歌山県予選 6/17 つつじが丘テニスコート 男子35歳以上単、男子45歳以上複、女子40歳以上単・複

県 YONEXナイトマッチ 2023 in紀三井寺 7/1、15、予29 紀三井寺公園テニスコート 男子ダブルス

田辺 夏季ダブルス大会 7/2､予無し 田辺スポーツパーク 男女ダブルス（オープン）

女子連 ｿﾆｰ生命ｶｯﾌﾟ第45回全国レディーステニス大会和歌山県予選 7/4、11、予12 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

中体連 2023年度和歌山市中学校体育連盟テニスの部夏季大会 兼 第75回和歌山県中学校総合体育大会テニスの部 7/8、9、22、23、予24 つつじが丘テニスコート シングルス、ダブルス

高体連 県高校新人大会　予選　（個人の部） 7/25、26、予8/9 つつじが丘テニスコート 高校生

県 和歌山ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ2023サマーステージ 7/27、29、29、8/11、20 つつじが丘テニスコート （ジュニア男女）17･15･13･11歳　単・複

女子連 室内練習会　PLAY＆STAY講習会 7/30 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

中体連 2023年度　第72回近畿中学校総合体育大会 8/5、6、予7 つつじが丘テニスコート 中学生

高体連 県高校新人大会　本戦　（個人の部） 8/19、20、予21 日置川テニスコート 高校生

和市 第42回和歌山市小中学生テニス大会 8/12，13、19、予20 つつじが丘テニスコート 県内小中学生（小学低学年、小学高学年、中学生）

県 第31回日・韓・中ジュニア交流大会和歌山大会 8/23～27 つつじが丘テニスコート 18歳以下男女団体戦（日・韓・中・和歌山代表）

海南 第32回海南市Y-cupジュニア大会（オープン） 8/27、9/3、10、17、18、23、24 海南市東部テニスコート、市民コート 17歳以下男女シングルス

県 2023関西グリーンボールテニス大会和歌山県予選 9/2、予16 紀三井寺公園テニスコート 10・8歳以下　男女シングルス

県 2023紀州リーグ 1stステージ 兼 第53回県クラブ対抗 兼 第26回舩渡杯 9/3、9/10、予10/29 紀三井寺公園テニスコート 一般男女団体戦

東牟婁 ダブルス大会 9/3 三重県熊野市山崎運動公園テニスコート 男女ダブルス 〇

日高 第2回スポレク祭GOGO(55)ダブルス大会 9/3 かわべテニス公園 男女ダブルス・GOGOテニス

女子連 第30回レディースレインボーカップテニス2023和歌山大会 9/5、予9/12 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

中体連 和歌山県私学大会 9/10 つつじが丘テニスコート（室内）

田辺 第18回白浜町長杯(団体戦) 9/17、予24 日置川テニスコート 男子の部、混合の部

県 第77回和歌山県テニス選手権大会 9/17､18､23､24、10/15､予29 紀三井寺公園テニスコート 一般男女 単・複､50歳以上男女子単､混合複 ○

県 ひよこテニストーナメント2023 9/17､18､23､24、10/15､予29 紀三井寺公園テニスコート 一般男女 単・複、ミックスダブルス ○
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県 テニスの日PLAY＆STAY 9/23 紀三井寺公園テニスコート PLAY＆STAYテニス

高体連 近畿私立中学高校テニス大会和歌山予選 9/23、予10/14 つつじが丘テニスコート 高校生

高体連 和歌山県公立高等学校テニス大会 9/23、予10/14 つつじが丘テニスコート 高校生

女子連 プリンスレディーステニストーナメント（団体戦） 9/26、予10/3 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

田辺 市民スポレク大会 10/1、予10/8 田辺スポーツパーク 男女ダブルス、百歳、Jr

日高 第22回日高スポーツ・レクリエーション大会 10/1 かわべテニス公園 ダブルス（ごちゃまぜ、クラスⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）

中体連 2023年度和歌山市中学校秋季総合体育大会テニスの部 10/7、8、予9 つつじが丘テニスコート 男女シングルス・ダブルス

海南 第43回オープンダブルストーナメント 10/15、22 海南市東部テニスコート 男女ダブルス ○

橋本 第54回橋本市民テニス大会 10/15、22、29 橋本市総合運動公園 男女シングルス・ダブルス

高体連 全国選抜高校ﾃﾆｽ県予選 兼 県高校新人大会（団体の部） 10/21、22、予23 つつじが丘テニスコート 高校生

女子連 ヨネックスチャレンジカップ和歌山大会、若葉カップ（オータムステージ） 10/24、予31 つつじが丘テニスコート 女子ダブルス

県 和歌山ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ2023オータムステージ 11/3､5､19､23､予12/3 紀三井寺・つつじが丘 （ジュニア男女）17･15･13･11歳　単・複

海南 第42回クラブ対抗戦 第9回女子チーム対抗 11/12、予11/19※回収状況により12月開催に変更 海南市東部テニスコート 男女とも複3試合

田辺 秋季シングル大会 11/12､予無し 田辺スポーツパーク 男女シングルス（オープン）

日高 第40回中紀テニストーナメント 11/12 かわべテニス公園 男女ダブルス

中体連 2023年度和歌山県中学校新人テニス大会（団体）兼第12回全国選抜中学生テニス大会和歌山県予選大会 11/4、予18 つつじが丘テニスコート 中学校の団体戦

有田 有田選手権・ミキスポーツカップ 11/19、26、予12/3、10 金屋テニス公園 男女シングルス・ダブルス ○

和市 第36回和歌山市チャレンジカップテニス大会 11/19､26､12/3､17 つつじが丘テニスコート 一般男女 単・複 ○

県 2023和歌山オープン 11/23､25､26 つつじが丘テニスコート オープン　男女単

海南 第15回Best friend cup 12/3、予12/10、12/24 海南市東部テニスコート 男女とも複3試合

紀の川岩出 第29回那賀オープンダブルストーナメント（オープン） 12/3、予12/10 貴志川スポーツ公園テニスコート 男女ダブルス ○

橋本 令和5年度　橋本市ジュニアオープン大会 12/3、10 橋本市総合運動公園 中学生男女Ｓ、小学生（高、低学年）男女Ｓ

女子連 和歌山県支部親睦会 12/5 つつじが丘テニスコート（室内） 女子ダブルス

高体連 和歌山県高等学校テニス選手権大会　予選 12/12、13、予12/27 つつじが丘テニスコート 高校生

県 第30回中村達司杯 兼 MUFGジュニア2024和歌山県予選 12/17、24、予1/14 紀三井寺公園テニスコート ジュニア男女15歳以下 単

高体連 和歌山県公立高校テニス大会個人の部 12/25 つつじが丘テニスコート 高校生

高体連 和歌山県高等学校テニス選手権大会　本戦 1/11、12、予26 つつじが丘テニスコート 高校生

県 2024和歌山オープンベテランテニス選手権大会 1/12～14､20､21、予28 紀三井寺公園テニスコート 男子35歳以上単・複、女子40歳以上単・複

県 第20回フレッシュカップジュニアテニス大会 1/14、予28 つつじが丘テニスコート 高校1年生シングルス

県 令和5年度和歌山県中学生ステップアップテニス大会 1/14、予28 つつじが丘テニスコート 初級・初心者中学生　男女　単・複

日高 第21回HIDAKAミックスダブルス 1/14 かわべテニス公園 ミックスダブルス（クラスⅠ・Ⅱ）

海南 第41回会長杯ミックスダブルストーナメント（オープン） 1/21、予1/28 海南市東部テニスコート 男女混合ダブルス

東牟婁 ミックスダブルス大会 1/28 三重県熊野市山崎運動公園テニスコート ミックスダブルス 〇

紀の川岩出 第30回那賀オープンシングルストーナメント（オープン） 1/28、予2/4 貴志川スポーツ公園テニスコート 男子シングルス ○

県 ダンロップカップ2023　関西ジュニアテニスサーキット第5戦 2/3、4、予2/17 つつじが丘テニスコート

和市 第42回和歌山市選抜室内テニス選手権 2/3、4 河南体育館 選抜選手 単・複 ○

田辺 冬季ダブルス大会 2/4、予無し 田辺スポーツパーク 男女ダブルス（オープン）

県 2023紀州リーグ　2ndステージ 兼 第53回県クラブ対抗 兼 第26回舩渡杯 2/11､12､予18 つつじが丘テニスコート 一般男女団体戦

日高 第36回日高オープンテニス大会 2/18 かわべテニス公園 シングルス

海南 第36回海南市ランク別シングルストーナメント（オープン） 2/18、2/25、予3/3 海南市東部テニスコート クラス別男女シングルス

県 第50回和歌山県選抜室内テニス選手権大会 2/24、25 ビッグウエーブ 一般男女 単・複（一部ジュニア推薦） ○

県 2024和歌山県小学生テニス大会 2/24、25 紀三井寺公園テニスコート 小学生男女シングルス（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ・ﾙｰｷｰｽﾞ1・ﾙｰｷｰｽﾞ2）単

和市 第43回和歌山市長杯テニス選手権大会 3/3、10、17、予20 つつじが丘テニスコート 一般男女 単・複､45歳以上男子単・複､55歳以上男子複 ○

橋本 第8回橋本市長杯クラブ対抗オープンテニス大会 3/4、11 橋本市総合運動公園 男女ダブルス、女子D、男子D、ミックスDの団体戦

有田 第1回ごちゃ混ぜテニス大会in有田（仮称表記） 3/17、予3/24 金屋テニス公園 ごちゃ混ぜダブルス（ハンデあり）

県 和歌山ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ2024スプリングステージ 3/17、20、23～27、予28 つつじが丘テニスコート （ジュニア男女）17･15･13･11歳　単・複

海南 第7回海南市Y-cupシニア大会 3/24、予3/31 海南市東部テニスコート ベテラン男女ダブルス

県 第14回和歌山県車いすテニストーナメント 3/31 つつじが丘テニスコート 車いすテニスダブルス、ニューミックスダブルス
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