
氏名 連絡先

3月30日 (土) （公） 札幌市南区体育館

10月19日 (土) （公） 白石区体育館

7月24日 (水) （公） 青森市スポーツ広場テニスコート

6月30日 (日) （公） むつ市ウェルネスパーク

3 秋田県 6月23日 (日) （公） 秋田県スポーツ科学センター 三森裕子 018-823-8085

4 岩手県 4月20日 (土) （公） 盛岡市立太田テニスコート室内 堀切眞貴子 019-663-2344

5 山形県 6月1日 (土) （公） 山形県総合運動公園サブアリーナ 塚原永子 023-631-4442

6 宮城県 8月18日 (日) （公） シェルコムせんだい 小野裕美 022-309-9833

7 福島県 10月12日 (土) （私） 双葉幼稚園 遠藤純子 0243-33-5700

8 茨城県 3月26日 (火) （私） ABC テニスアカデミー 石　政子 029-872-8397

9 栃木県 6月22日 (土) （公） 宇都宮市スケートセンター 門間春江 028-643-8633

10 群馬県 7月6日 (土) （公） ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンターサブアリーナ 石川理絵 027-266-5884

11 埼玉県 8月7日 (水) （公） 大宮第二公園 小倉美乃 048-887-0153

12 東京都 6月8日 (土) （私） (学)平田学園　府中白糸台幼稚園 加藤桂子 042-339-4454

13 千葉県 8月31日 (土) （公） 船橋アリーナ（サブアリーナ） 久保淳子  043-433-2660

14 神奈川県 7月28日 (日) （私） 戸塚ふたば幼稚園 藤原陽子 045-883-6556

15 山梨県 6月20日 (木) （公） 富士川町児童館 望月美紀子 055-279-4195

16 長野県 9月29日 (日) （公） 長野市営北部スポーツ・レクリエーションパーク 瀬戸久子 026-292-3136

17 新潟県 10月12日 (土) （公） 亀田総合体育館屋内多目的運動場 清水継美 025-386-7756

5月30日 (木) （私） 徳風幼稚園

7月22日 (月) （私） もなみ保育園

19 石川県 8月24日 (土) （公） 辰口丘陵公園屋内テニスコート 澤　良子 076-252-6231

20 福井県 7月23日 (火) （公） 福井市西体育館 増永由香里 0776-38-1895

7月27日 (土) （公） 静岡市立横内小学校

7月31日 (水) （公） 磐田市アミューズ豊田 末松アケミ 0544-23-2964

8月31日 (土) （私） アスルクラロ　テニスコート

22 愛知県 8月18日 (日) （公） 日進市スポーツセンター 第１競技場 竹村 千鶴 0561- 36-6788

23 岐阜県 8月8日 (木) （公） 各務原スポーツ広場テニスコート　 藤原ちえみ 058-383-7055

24 三重県 7月15日 (月) （公） 四日市テニスセンター（霞ヶ浦テニスコート） 山田ゆり 059-224-0044

25 滋賀県 7月24日 (水) （公） 皇子山総合運動公園テニスコート 村田由子 0748-23-4692

26 京都府 5月5日 (日) （公） 山城総合運動公園テニスコート 山下奈緒美 0774-63-6526

27 奈良県 8月19日 (月) （公） まほろば健康パークテニスコート 杉江たづ子 0742-49-5950

28 和歌山県 5月6日 (月) （公） 和歌山ビッグウェーブ 島本久仁 073-431-3946

29 大阪府 4月21日 (日) （公） 万博テニスガーデン 石川富紀子 06-6877-8997

18 富山県 高見ゆかり 076-429-0173

21 静岡県

1 北海道 間島美代子 011-895-3481

2 青森県 安宍美希 017-729-1455

支部
No

支部名 実施日
会場 担当者

（公）・・・公営　／　（私）・・・私営



30 兵庫県 8月12日 (月) （私） ミズノスポーツプラザ神戸和田岬　屋内コート 池田花 0797-77-1358

31 岡山県 8月21日 (水) （公） 倉敷市スポーツ公園（マスカットテニスコート） 今井泰子 086-444-1023.

32 広島県 8月21日 (水) （公） 広島広域公園テニスコート 山下静香 080-1910-5001

33 鳥取県 6月8日 (土) （公） 米子市立福生体育館 黒多光代 0859-57-6227

（公） 認定こども園安田

（公） 認定こども園赤屋

35 山口県 6月1日 (土) （公） 山陽小野田市須恵健康公園コミュニティー体育館 岡崎紀代子 0836-84-6771

36 香川県 7月24日 (水) （公） 高松市亀水運動体育館 高嶋雅子 087-881-0182

37 愛媛県 7月30日 (火) （公） 松山中央公園スポーツフロアー2 前原京子 089-946-7079

38 徳島県 7月20日 (土) （公） 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 島田佳寿子 088-665-6648

39 高知県 ７月23～26日 (火～金） （公） 高知市営体育館　 島村千加 090-1007-8390

40 福岡県 6月21日 (金） （私） 尾倉中学校体育館 森田智保 093-481-2431

41 佐賀県 7月15日 (月) （私） グラスコート佐賀テニスクラブ 林敬子 0952-98-2241

42 長崎県 7月23日 (火) （公） 「平和公園」市営庭球場 平山成美 095-843-3407

43 大分県 9月16日 (月) （公） 大分スポーツ公園昭和電工テニスコート 池田圭子 0977-25-0726

44 熊本県 7月30日 (火) （公） パークドーム熊本　 那須莉加 090-8414-9304

45 宮崎県 7月20日 (土) （公） 宮崎市清武町総合運動公園(屋内テニスコート) 三浦美和 0985-69-8759

46 鹿児島県 7月14日 (日) （公） 茶山（サザン）ドームまつもと 古藤明美 099-220-4860

47 沖縄県 10月14日 (月) （公） 奥武山運動公園 長田香代子 080-3223-0988

0852-23-326534 島根県 8月28日 (水) 門脇潮美


