
氏名 連絡先

3月25日 中止 （公） 札幌市南区体育館

10月15日 (土) （公） 札幌市清田区体育館

2 青森県 7月27日 (水) （公） 青森市スポーツ広場 小野知郷 017-752-0989

3 秋田県 11月20日 (日) （公） 秋田県スポーツ科学センター体育館 辻　由香里 018-857-1032

4 岩手県 10月8日 (土) （公） 盛岡市太田テニスコート 堀切眞貴子 019-663-2344

5 山形県 5月28日 (土) （公） 山形県総合運動公園屋内多目的コート 武田かおる 023-633-1375

6 宮城県 7月16日 (土) （公） シェルコムせんだい 小山邦子 022-773-5790

7 福島県 未定 遠藤純子 0243-33-5700

8 茨城県 8月3日 (水) （私） 大洗町ビーチテニスクラブ 保坂澄子 0296-33-0920

9 栃木県 6月4日 (土) （公） 宇都宮市スケートセンター 伊藤奈苗 080-5467-4755

10 群馬県 6月11日 (土) （公） 清水善造メモリアルテニスコート 佐藤純子 090-5547-2239

11 埼玉県 8月2日 (火) （公） 大宮第二公園テニスコート 元芳真理子 048-995-6362

12 東京都 未定 三嶽紀子 090-4934-3517

13 千葉県 未定 （公） 船橋アリーナ 石崎洋子 047-419-9278

14 神奈川県 7月24日 (日) （私） 戸塚ふたば幼稚園 内山由紀子 045-621-3005

未定 （公） 富士川町立第1保育所

未定 （公） 富士川町立中央保育所

16 長野県 10月16日 (日) （公） 山形ふれあいドーム 桜井久恵 0268-43-0064

17 新潟県 10月8日 (土) （公） 村上市瀬波テニスコート 小川久美子 0254-53-8046

18 富山県 8月13日 (土) （公） 岩瀬スポーツ公園　屋内ドーム2面 高見ゆかり 076-429-0173

19 石川県 8月20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 10月30日 (日) （公） 福井市西体育館 増永由香里 090-5339-6495

7月28日 (木) （公） 三島市民体育館（東部） 中野　眞由美 090-6806-6323

7月31日 (日) （公） サーラグリーンアリーナ（西部） 伊代田久美子 090-3955-1086

8月6日 (土) （公） 藤枝市立岡部小学校体育館（中部） 加藤尚子 090-4198-9649

22 愛知県 8月20日 (土) （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11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18日 (月) （公） 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　庭球場 山田ゆり 059-224-0044

25 滋賀県 7月28日 (木) （公） 矢橋帰帆島公園テニスコート 尾形美恵子 090-4270-0947

26 京都府 9月24日 (土) （公） 山城総合運動公園テニスコート 野中奈央 090-5051-7260

27 奈良県 8月22日 (月) （私） ダイヤモンドTC学園前 杉江たづ子 0742-49-5950

28 和歌山県 7月30日 (土) （公） つつじが丘テニスコート 島本久仁 073-431-3946

29 大阪府 6月19日 (日) （公） 万博テニスガーデン 靍井直美 090-4303-0910

30 兵庫県 7月24日 (日) （公） ブルボンビーズドーム 池田花 0797-77-1358

31 岡山県 8月17日 (水) （公） 倉敷市スポーツ公園マスカットテニスコート 大森たかえ 086-942-4084

32 広島県 7月29日 (金) （公） 広島広域公園テニスコート 四方紀子 082-929-3505

33 鳥取県 5月28日 (土) （公） 米子市立福生体育館 三澤聡美 0859-32-4929

34 島根県 4月23日 (土) （私） サンマリン浜田　体育館 猪野典子 0855-22-8533

35 山口県 6月18日 (土) （公） 宇部市中央公園テニスコート　室内コート 田中香織 0836-39-6039

36 香川県 7月27日 (水) （公） 高松市亀水運動公園 吉原直子 0877-44-3956

37 愛媛県 未定 （公） 松山中央公園スポーツフロア 西田理恵 089-956-5356

38 徳島県 11月5日 (土) （公） 徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 阿部香織 088-665-6414

39 高知県 （公） 高知市営体育館　 明神真由美 088-848-0730

40 福岡県 11月25日 (金) （公） 尾倉中学校体育館 森田智保 093-481-2431

41 佐賀県 9月19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17日 (日) （公） 平和公園長崎市営庭球場 鮫島典子 095-818-1150

43 大分県 9月19日 (月) （公） 昭和電工テニスコート 佐藤ひろえ 090-3669-6560

44 熊本県 8月4日 (木) （公） パークドーム熊本　 廣田香菜子 096-337-5241

45 宮崎県 7月16日 (土) （公） 宮崎市青少年プラザ体育館 吉田康子 0985-39-9648

46 鹿児島県 6月26日 (日) （公） ふれあいスポーツランド屋内運動場テニスコート 岩元　美奈子 099-255-1698

47 沖縄県 10月10日 (月) （公） 奥武山庭球場 長田香代子 080-3223-0988
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