
平成29年度事業方針及び行事

平成29年度事業方針

１．予算について
（１）大会参加料の一部を本会計に組み入れることを継続する。
（２）加盟団体と非加盟団体の大会参加料の区別をつける。
（３）市民大会、実業団大会の本会計組入れの一部をジュニア育成、中野杯、都市対抗経費に

　　充当する。
２．競技の運営について

（１）中野杯川崎室内テニス選手権大会
（２）市民大会

① 川崎市民テニス選手権大会（ダブルス）（小、中学生のジュニア部門含む）
② 川崎市民総合体育大会テニストーナメント（シングルス）（小、中学生のｼﾞｭﾆｱ部門含む）
③ ミックスダブルステニス大会

（３）実業団対抗テニス大会
① 川崎市実業団対抗テニスリーグ・トーナメント
② 各社コート、マリエンコートでの積極的運営
③ 神奈川県実業団大会で上位を目指す。

（４）クラブ対抗テニス大会
クラブ対抗戦の充実及び神奈川県クラブ対抗川崎市予選会参加チームの増加推進。

（５）クラブチーム対抗テニス大会
（６）レディース川崎テニス大会（旧称「家庭婦人テニス大会」）
（７）女子ダブルスワンデーテニス大会
（８）川崎市グランドシニアテニス大会

３．普及活動について
（１）体育の日テニス教室、市民健康デーテニス教室、テニスの日テニス教室の実施
（２）ねんりんピック川崎予選大会の実施
（３）ジュニア選手育成事業

① テニス教室、練習試合
② 中高生のテニス講習会
③ Ｋ．Ｓ．Ｄ．テニス教室
④ 川崎マリエンカップジュニアオープンテニス大会

（４）指導員の育成
（５）ＪＴＡルールの指導普及、ＪＴＡニュースの配布 及びＪＴＡテニスルールブック斡旋
（６）加盟団体交流テニス大会
（７）個人会員の加盟登録について検討

４．事務局活動について
（１）各委員会と総務委員会、事務局との緊密な連携により、会員サービスの向上を図る。

５．協会活動の充実について
（１）関係団体との円滑な連携

① 川崎市　市民・こども局
② 川崎市建設緑政局及び各区の道路公園センター
③ 川崎市健康福祉局
④ 川崎市教育委員会
⑤ （公財）川崎市スポーツ協会と加盟団体
⑥ （公社）川崎港振興協会
⑦ 川崎市広域型スポーツクラブ（Ｋ．Ｓ．Ｄ．）
⑧ 神奈川県テニス協会

（２）ホームページによる情報伝達の推進。
（３）各テニスクラブ間交流の推進
（４）普及活動の充実
（５）富士見・等々力地区再開発計画への対応
（６）大会申込のデジタル化、ネット化推進



平成２９年度の行事予定　（　）内の日付は予備日

事　　業　　名 開催期日 会　　　場 参加数

第40回都市対抗県大会派遣 4月8,9日 横須賀、三浦、藤沢 15人

ジュニア育成(テニス教室10回、練習会＆試合10回)
　上期
　下期

4月16日～9月17日
10月8日～3月18日

市営コート（ﾏﾘｴﾝ）
テニス教室45人

練習試合24人

2017川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ大会 7月31日～8月8日 市営コート（ﾏﾘｴﾝ） 100人

Ｋ．Ｓ．Ｄジュニアテニス教室
4月10日～3月末
4月14日～9月29日

東住吉小学校
平間小学校

132人
46人

第62回川崎市民テニス選手権大会(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ)(高校の部)
第13回小中学生テニス大会

3月20日～6月3日
6月4日（高校の部）

市営、高校コート 1,800人

第31回女子ダブルスワンデーテニス大会（個人戦） 4月20日（4月27日） 市営コート（等々力） 120人

第59回神奈川県実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦(A大会) 4月～8月 各社コート 500人

第82回神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会) 5月20日～21日 300人

第18回川崎グランドシニアテニス大会
（兼）ねんりんﾋﾟｯｸ秋田2017川崎予選会
（本大会は9/9～9/12）

5月6日（5月10日） 市営コート（等々力） 50人

第123回実業団対抗テニス大会 5月28日～8月6日 市営、各社コート 1,500人

神奈川オープンベテラン2016テニス大会（川崎開催） 6月12日～16日 市営コート(富士見)

第15回加盟団体交流テニス大会 7月8日 市営コート(富士見) 80人

ジュニア育成テニス講習会（中高校生） 7月17日 市営コート（等々力） 100人

神奈川県中学校新人テニス大会（川崎開催） 8月24日 市営コート（等々力）

第62回川崎市民総合体育大会ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽ)(高校の部)
第14回小中学生テニス大会

8月19日～11月5日
11月5日（高校の部）

市営、高校コート 1,250人

第32回女子ダブルスワンデーテニス大会（団体戦） 9月12日（9月26日） 市営コート（富士見） 120人

市民健康デーテニス教室＆テニスの日テニス教室 9月23日 市営コート（等々力） 200人

第19回川崎グランドシニアテニス大会 11月15日（11月22日） 市営コート（等々力） 50人

第60回神奈川県実業団対抗ﾃﾆｽﾘｰｸﾞ戦(A大会) 10月～1月 各社コート 500人

体育の日テニス教室 10月9日 市営コート（富士見） 200人

第32回レディース川崎テニス大会 10月24日～26日(11/7) 市営コート（等々力） 200人

神奈川ベテランミックステニス大会2017 11月4日～11日 市営コート（ﾏﾘｴﾝ）

第124回実業団対抗テニス大会 10月28日～2月24日 市営、各社コート 1,500人

第83回神奈川県実業団対抗テニス大会(B大会) 11月4日～5日 厚木市 300人

第13回クラブチーム対抗テニス大会
（兼）クラブ対抗テニス大会（県大会予選会）

11月23日 市営コート（富士見） 100人

川崎地区中学校新人テニス大会 11月23日 市営コート（等々力）

神奈川オープンベテランウインター2017 12月2日～8日 市営ｺｰﾄ（富士見、ﾏﾘｴﾝ）

第15回市民ミックスダブルステニス大会 H30年2月24日～3月17日市営コート 500人

第13回神奈川県実業団対抗テニストーナメント大会 H30年3月17日～18日 横須賀市大津公園 100人

第27回中野杯川崎室内テニス大会 H30年3月23日～25日 川崎市とどろきｱﾘｰﾅ 80人

ジュニア育成事業（春季市内高校団体戦） H30年3月27,28日 市営コート（富士見）各高校

第63回市民総合テニス大会(ｼﾝｸﾞﾙｽ)（高校の部） H30年3月21日～ 市営コート 1,800人



平成２９年度カレンダー

1 土市民テニスF 月　 木　 土 123実業団T 1

2 日　 火　 金　 日 123実業団M 2

3 月　 水高校関東予選F 土市民テニスF 月　 3

4 火　 木高校関東予選F 日
123実業団M
市民テニス高校F

火　 4

5 水　 金市民テニスF 月　 水　 5

6 木　 土
市民テニスT
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ兼ねんりん選考会T

火　 木　 6

7 金　 日　 水　 金　 7

8 土　 月　 木　 土
123実業団F
加盟団体交流F

8

9 日　 火　 金　 日　 9

10 月女子連川崎A大会T 水　 土　 月　 10

11 火女子連川崎A大会T 木
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ兼
ねんりん選考会予T

日テニス教室M 火　 11

12 水　 金　 月神奈川OPﾍﾞﾃﾗﾝF 水　 12

13 木　 土市民テニスF 火神奈川OPﾍﾞﾃﾗﾝF 木　 13

14 金　 日テニス教室M 水神奈川OPﾍﾞﾃﾗﾝF 金　 14

15 土　 月　 木神奈川OPﾍﾞﾃﾗﾝF 土 123実業団M 15

16 日テニス教室M 火　 金神奈川OPﾍﾞﾃﾗﾝF 日 123実業団T 16

17 月　 水　 土 123実業団F 月高校講習会T 17

18 火　 木　 日練習＆試合M 火　 18

19 水女子連川崎A大会予T 金　 月　 水　 19

20 木ワンデーテニスT 土市民テニスT 火　 木　 20

21 金　 日練習＆試合M 水　 金　 21

22 土　 月　 木　 土　 22

23 日練習＆試合M 火　 金　 日 123実業団M 23

24 月県ﾚﾃﾞｨｰｽ予選T 水女子連桑名杯予選T 土　 月　 24

25 火　 木　 日 123実業団F 火　 25

26 水　 金　 月　 水　 26

27 木ワンデーテニス予T 土市民テニスF 火　 木　 27

28 金県ﾚﾃﾞｨｰｽ予選予T 日
123実業団M
高体連全国予選F

水　 金　 28

29 土市民テニスF 月　 木　 土 123実業団F 29

30 日　 火　 金　 日 123実業団F 30

31 水女子連桑名杯予選予T 月川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 31

・市民総合：川崎市民総合体育大会テニストーナメント(シングルス)

４月 ５月 ６月 ７月

※・F：富士見、・T:等々力、・M:マリエン、・実業団：川崎市実業団対抗、・市民テニス：川崎市民テニス選手権大会(ダブルス)、



1 火川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 金　 日　 水　 1

2 水川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 土市民総合T 月女子連川崎初級T 木　 2

3 木川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 日　 火女子連川崎初級T 金　 3

4 金川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 月全国ﾚﾃﾞｨｰｽ予選T 水　 土
124実業団F
神奈川ミックスM

4

5 土 123実業団F 火全国ﾚﾃﾞｨｰｽ予選T 木　 日
市民総合(高校)F
神奈川ミックスM

5

6 日 123実業団F 水　 金　 月　 6

7 月川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 木　 土市民総合F 火 ﾚﾃﾞｨｰｽ川崎予T 7

8 火川崎ﾏﾘｴﾝｶｯﾌﾟM 金　 日　 水　 8

9 水　 土市民総合F 月体育の日教室F 木　 9

10 木川崎地区第1F 日テニス教室M 火　 金　 10

11 金川崎地区第1F 月全国ﾚﾃﾞｨｰｽ予選予T 水　 土神奈川ミックスM 11

12 土　 火ワンデーテニスF 木女子連川崎初級予T 日テニス教室M 12

13 日　 水　 金　 月　 13

14 月　 木　 土　 火　 14

15 火　 金　 日テニス教室M 水グランドシニアT 15

16 水　 土市民総合F 月女子連川崎ひまわり大会T 木　 16

17 木　 日練習＆試合M 火　 金　 17

18 金　 月市民総合T 水　 土　 18

19 土市民総合T 火　 木　 日練習＆試合M 19

20 日　 水　 金女子連川崎ひまわり大会予T月　 20

21 月高体連新人シ予FT 木　 土市民総合T 火　 21

22 火高体連新人シ予F 金　 日
市民総合F
練習＆試合M

水グランドシニア予T 22

23 水　 土健康ﾃﾞｰ教室T 月　 木
クラブ対抗F
中学川崎団体T 23

24 木中テ連県個人T 日　 火 ﾚﾃﾞｨｰｽ川崎T 金　 24

25 金　 月　 水 ﾚﾃﾞｨｰｽ川崎T 土
124実業団F
124実業団M

25

26 土市民総合F 火ワンデーテニス予F 木 ﾚﾃﾞｨｰｽ川崎T 日 124実業団M 26

27 日市民総合F 水　 金　 月　 27

28 月　 木　 土
市民総合F
124実業団M

火　 28

29 火　 金　 日
高体連新人大会団体F
124実業団M

水　 29

30 水　 土　 月　 木　 30

31 木　 火　 31

・市民総合：川崎市民総合体育大会テニストーナメント(シングルス)

※・F：富士見、・T:等々力、・M:マリエン、・実業団：川崎市実業団対抗、・市民テニス：川崎市民テニス選手権大会(ダブルス)、

８月 ９月 10月 11月



1 金　 月休 木　 木　 1

2 土神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰM 火休 金　 金　 2

3 日
川崎Jr大会FT
神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰM

水休 土 124実業団M 土市民ミックスF 3

4 月神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰFM 木休 日
124実業団F
テニス教室M

日市民ミックスF 4

5 火神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰF 金川崎Jr大会FT 月　 月　 5

6 水神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰF 土川崎Jr大会FT 火　 火　 6

7 木神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰF 日
川崎Jr大会F
124実業団M

水　 水　 7

8 金神奈川ﾍﾞﾃﾗﾝｳｲﾝﾀｰF 月川崎Jr大会FT 木　 木　 8

9 土川崎Jr大会FT 火　 金　 金　 9

10 日
川崎Jr大会F
テニス教室M

水　 土 124実業団T 土
市民ミックスF
県ジュニアT

10

11 月　 木　 日 124実業団F 日
県ジュニアT
テニス教室M

11

12 火　 金　 月　 月　 12

13 水　 土 124実業団M 火　 火　 13

14 木　 日テニス教室M 水　 水　 14

15 金　 月　 木　 木　 15

16 土
川崎Jr大会F
124実業団M

火　 金　 金　 16

17 日練習＆試合M 水　 土 124実業団F 土市民ミックスF 17

18 月　 木　 日 124実業団M 日練習＆試合M 18

19 火　 金　 月　 月　 19

20 水　 土 124実業団T 火　 火　 20

21 木　 日練習＆試合M 水　 水 H30市民テニスT 21

22 金　 月　 木　 木　 22

23 土 124実業団M 火　 金　 金 27回中野杯 23

24 日　 水　 土
124実業団F
市民ミックスT

土 27回中野杯 24

25 月川崎Jr大会F 木女子連川崎初級者大会Ｔ 日練習＆試合M 日
27回中野杯
県ジュニアT

25

26 火川崎Jr大会FT 金　 月　 月県ジュニアT 26

27 水川崎Jr大会FT 土 124実業団F 火　 火高校地区団体戦F 27

28 木川崎Jr大会FT 日 124実業団F 水　 水高校地区団体戦F 28

29 金　 月　 木　 29

30 土　 火　 金　 30

31 日　 水　 土 H30市民テニスF 31

・市民総合：川崎市民総合体育大会テニストーナメント(シングルス)

※・F：富士見、・T:等々力、・M:マリエン、・実業団：川崎市実業団対抗、・市民テニス：川崎市民テニス選手権大会(ダブルス)、

12月 1月 2月 3月


