
ＮＯ． 大会名 期日 曜日 種目 ドロー会議 担当クラブ 大会担当 協会担当 協会役員担当

春季山形市民テニス大会 中学生以下男女

ジュニア シングルス 事務局で行う 山形三中 D 高内博之 布施恒和

県総合運動公園 ４月９日 （土） 小学生　男女 　　 山形六中 ＡＤ 大岩敏男

　 ダブルス 金井中学校 仁藤輝夫

3 春季山形市民テニス大会 中学生以下男女 近江ＴＣ 佐藤秀敏

ジュニア ４月1０日 （日） ダブルス 事務局で行う 中山ローン Ｒ 市村忠久

4 県総合運動公園 小学生　男女 　　 ＡＲ

シングルス

山形市テニス選手権大会兼 ・シングルス D 　　

県都市対抗山形市予選大会 ４月１０日 　一般①男子 　　 山形市テニス協会 ＡＤ 布施恒和

一　般 　一般②女子 当日抽選 OTC 大岩敏男

県総合運動公園 ③４５才男子以上 　　 山歯TC R 仁藤輝夫

④４５才女子以上 マルヤマ醤油ＴＣ ＡＲ 佐藤秀敏

⑤５５歳男子以上 市村忠久

①一般男子Ａクラス

春季山形市民テニス大会 ４月２４日 ②一般男子Ｂクラス 山形ローンＴＣ Ｄ 塚原誠 佐藤秀敏

一　般 ③一般女子Ａクラス 事務局で行う 山形シニアＴＣ ＡＤ 市村忠久

シングルス ④一般女子Ｂクラス ベニバナ夢未来クラブ

山形市総合スポーツセンター ⑤男子６０歳クラス R

 ＡＲ

 

春季山形市民テニス大会 ５月８日 ①一般男子Ａクラス Ｄ

一　般　ダブルス ②一般男子Ｂクラス 事務局で行う ＡＤ 伊藤　孝

③一般女子Ａクラス SPEED ＳＴAＲＳ TC 小笠原健一郎

山形市総合スポーツセンター ④一般女子Ｂクラス ITSベルズ R

⑤男子６０才クラス ＡＲ

　

春季山形市民テニス大会 ミックスダブルス 山形ナイターローンＴＣ D

一般ミックスダブルス ６月５日 ①　Ａクラス 事務局で行う ルネサンス山形 ＡＤ 佐藤彰美 原　弘一

山形市総合スポーツセンター ②　Ｂクラス チームジョイン R

　  AR

秋季山形市民テニス大会 　

中学生以下 ８月２０日 （土） 中学生以下男女 　　 山形三中 D 高内博之 布施恒和

小学生  シングルス 事務局で行う 山形六中 AD 大岩敏男

山形市総合スポーツセンター 小学生　男女 金井中学校 仁藤輝夫

ダブルス イラコＴＣ山形 市村忠久

秋季山形市民テニス大会 BTA

11 中学生以下 中学生以下男女 R

小学生 ８月２１日 （日） ダブルス 事務局で行う AR

12 山形市総合スポーツセンター 小学生　男女

シングルス

ジュニアテニス教室 ８月２１日 上記大会参加者 強化普及委員会　他 鈴木邦彦

山形市総合スポーツセンター 14時～ 大岩謙介

秋季山形市民テニス大会 ①一般男子Ａクラス Ｄ

一般シングルス ②一般男子Ｂクラス 事務局で行う 山形モーニングＴＣ ＡＤ 伊藤　孝 布施恒和

③一般女子Ａクラス 山形シニアＴＣ 小笠原健一郎

山形市総合スポーツセンター ④一般女子Ｂクラス SPEED ＳＴAＲＳ TC Ｒ

⑤男子６０歳クラス ＡＲ

 

　

①一般男子Ａクラス Ａ

秋季山形市民テニス大会 ②一般男子Ｂクラス 事務局で行う ナイターローンＴＣ ＡＤ 佐藤彰美 原　弘一

一般　ダブルス ③一般女子Ａクラス ルネサンス山形 小笠原健一郎

山形市総合スポーツセンター ④一般女子Ｂクラス SPEED ＳＴARＳ TC R

⑤男子６０歳クラス ＡＲ

　

１０月２９日 山形市テニス協会 D 　 布施恒和

県オープン山形大会 一般 事務局で行う 山形ガスＴＣ ＡＤ 　 市村忠久

一　般 ①男子②女子シングルス リ・ファイルＴＣ

シングルス・ダブルス １０月３０日 ③男子④女子ダブルス 山形銀行硬式ＴＣ R 　 仁藤輝夫

山形市総合スポーツセンター チ－ムジョイン ＡＲ 　 大岩敏男

D

秋季山形市民テニス大会 １１月３日 ミックスダブルス 事務局で行う 山形ローンＴＣ ＡＤ 塚原誠 佐藤秀敏

一般ミックスダブルス ①　Ａクラス ITSベルズ 市村忠久

山形市総合スポーツセンター ②　Ｂクラス R

③　５０才クラス ＡＲ

※1 年齢は２０２２年１２月３１日を基準とする。

18 中学校団体戦 ６月１８日（土）１９日（日） ※春季大会の出場資格は山形市加盟クラブ員限定とする。

19 中学校団体新人戦 ９月２３日（金）２４日（土）  

20 市民大会担当クラブ懇談会 11月下旬

21 常任理事会・事務局会 ３月上旬

22 理事会(総会） ３月中旬

17 (木）

コロナ対応大会

※ドロー会議は社会情勢を考慮し、事務局で行うこととする。

２０２２－1

16

(土） コロナ対応大会

(日）

14 ９月４日 （日）

コロナ対応大会

15

１０月２３日 (日） コロナ対応大会

10

13
コロナ対応練習会

8
(日） コロナ対応大会

9 コロナ対応大会

6 (日）

コロナ対応大会

7 (日）

山形モーニングローンＴＣ
コロナ対応大会

2

5

(日） コロナ対応大会

2022年度　山形市テニス協会大会行事予定表　 2022/3/11

Ｄｉｒｅｃｔｏｒ＆Ｒｅｆｅｒｅｅ 備考

1
コロナ対応大会

中 止


