
新潟市テニス協会 ２０１９年度「大会担当　当番表』
大会担当理事・主管でやむを得ず都合がつかない場合は、各自交替の交渉をし、変更があった場合は必ず事務局へ連絡して下さい。

1 4/14(日) 春季市民体育祭Ｉ 江口 豊栄 白根 マリンブルーＴＳ Ｋ．Ｔ．Ａ． ササキＴＣ 新潟医療福祉大学 ｆｉｔ エルレッセＴＣ Ｃｏｌｏｒｓ 西蒲区テニス協会 南区テニス協会

2 4/30(火・祝) プラクティスリーグⅠ 江口 ＹｅＬＬ 婦人ＴＣ

3 5/1(水・祝) 全国実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）新潟県予選会 江口

4 5/2(木・祝) 春季市民体育祭Ⅱ 江口 豊栄 白根 ＫＡＺＡＭＡ．ＴＡ ヤマダＴＳ チームテニスラボ Triple Flat 秋葉区テニス協会 ポーリーズＴＣ ｋｉｍｅｒａ ＴＦＬ Ｔ－Ｆｏｒｅｓｔ

5 5/6(月・祝) 春季フューチャーズ大会 豊栄 コスポ ｆｉｔ マリンブルーＴＳ スポーツガーデン新潟 ジャンボＩＴＳ

6 5/19(日) 春季市民体育祭Ⅲ 江口 豊栄 グリーンポケット ＭＹＴＣ ＢＳＮアイネットＴＣ 新潟国際情報大学 第四銀行 テックアップクラブ 三菱ガス化学ＴＣ

県選（シングルス）年齢別 兼 東日本予選

6/10(月）予備日

9 6/15(土) プラクティスリーグⅡ 江口 ササキＴＣ テニスステーション新潟

10 6/15(土) 新潟市オープン 江口 Ｇｕｔｓ 県庁ＴＣ 新潟大学

11 6/16(日) 新潟市オープン 江口 フェローズＴＣ 瓢庭 新潟医療福祉大学

12 6/22(土) 大藤杯　男子A　女子B 江口 豊栄 Ｆ－ｒｉｓｅ ＮｉＳＨ　ＴＣ てにきち Ｔ－ＣＬＡＮ ゴーゴーズ Ｇ．Ｂ ＹｅＬＬ

13 6/23(日) 大藤杯　男子B　女子A 江口 豊栄 ＫＡＺＡＭＡ．ＴＡ ｆｉｔ てにんちゅ 新潟青陵大学 池村プロテニス塾 キヤノンＩＳ ＢＩＧ　ＭＯＵＴＨ

14 7/6(土) 新潟市民選手権Ⅰ 江口 豊栄 白根 第四銀行 Ｌ２Ｃ２ ジャンボＩＴＳ ポーリーズＴＣ Ｔｈｕｍbｓ　ｕｐ Ｗｉｎ ヤマダＴＳ 新潟ファミリーＴＣ マリンブルーＴＳ

15 7/20(土) 新潟市民選手権Ⅱ 江口 豊栄 白根 ｃｒｅｓｃ． Ｃｏｌｏｒｓ Ｐ．Ｃ．Ｇ． 日本歯科大学新潟 テニス同好会 Ｖｉｎｔｏｎ’ｓ．Ｂ．Ｔ．Ｃ ＭＡＸ３５ 秋葉区テニス協会 てにんちゅ

16 7/27(土) サマートーナメント 江口 豊栄 白根 Ｇｕｔｓ ＴＥＡＭ．Ｅ エルレッセＴＣ スポーツガーデン新潟 樹里ＴＣ グリーンポケット 新潟市役所ＴＣ 南区テニス協会 西蒲区テニス協会

17 8/4(日) 市民選手権チーム対抗・４ 江口 豊栄 テックアップクラブ 三菱ガス化学ＴＣ 新潟国際情報大学 パッシングＴＣ JR新潟

18 8/18(日) 新潟市民選手権Ⅲ 江口 豊栄 婦人ＴＣ Ｔ－ＣＬＡＮ 信楽園病院ＴＣ ササキＴＣ Ｗｉｎ フェローズＴＣ スポーツクラブウィズ

19 8/24(土) 新潟市オープン 江口 Ｔ－Ｆｏｒｅｓｔ Ｔｒｅａｓｕｒｅ－Ｂｏｘ 新潟医療福祉大学

20 8/25(日) 新潟市オープン 江口 ｆｉｔ テニスステーション新潟 ＹｅＬＬ

21 9/8(日) 秋季市民体育祭Ⅰ 江口 豊栄 ＫＡＺＡＭＡ．ＴＡ ｋｉｍｅｒａ テックアップクラブ ジャンボＩＴＳ 県庁ＴＣ テニス同好会 瓢庭

22 9/16(月・祝) 秋季市民体育祭Ⅱ 江口 豊栄 白根 マリンブルーＴＳ スポーツガーデン新潟 ＢＩＧ　ＭＯＵＴＨ Triple Flat 新潟原動機ＴＣ てにきち Ｇｕｔｓ ヤマダＴＳ 南区テニス協会

23 9/23(月・祝) テニスの日 江口

24 9/28(土) 市民選手権リーグトーナメントA　男M・女S・男Ｆ 江口 豊栄 Ｒｅ： 秋葉区テニス協会 日本歯科大学新潟 ゴーゴーズ エルレッセＴＣ

25 9/29(日) 市民選手権リーグトーナメントB　女M・男S・女F 江口 豊栄 白根 ＴＦＬ Ｔｈｕｍbｓ　ｕｐ 新潟青陵大学 ジャンボＩＴＳ てにんちゅ チームテニスラボ Ｋ．Ｔ．Ａ．

26 10/14(月・祝) 秋季市民体育祭Ⅲ 江口 豊栄 白根 フェローズＴＣ 新潟ファミリーＴＣ 瓢庭 ＭＹＴＣ てにきち 池村プロテニス塾 ｃｒｅｓｃ． 南区テニス協会 Ｇ．Ｂ

ファイナルリーグ（混成リーグ）
エルレッセＴＣ フェローズＴＣ新潟国際情報大学 ササキＴＣ スポーツガーデン新潟

新潟大学医学部

てにんちゅ ＴＦＬ

江口8 6/9(日) 新潟ファミリーＴＣ

27 未定

ＴＦＬ 新潟大学歯学部

ＹｅＬＬ Ｗｉｎ江口

ＡＭ① ＰＭ① ＡＭ① ＰＭ① ＡＭ① ＰＭ①

豊栄 白根 コスポ

江口 豊栄 白根 コスポ ＡＭ①

江口

ＡＭ② ＡＭ③ ＰＭ① ＰＭ②

会場

№ 開催日 大会名

7 6/8(土) 県選（シングルス）年齢別 兼 東日本予選

男子A　女子B

男子B　女子A


