
議案第４号

◆大会

会    場 種目 締切日 参加料

5月8日 （日） クリーンレイク 一般男女 4/27 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

5月22日 （日） クリーンレイク 一般男女 5/11 D 3,000

上川テニス場 Ｄ 学生、協会員2,500

6月12日 （日） クリーンレイク 年齢別男女 県 HP 3,100

上川テニス場 Ｓ 参照

9月4日 （日） クリーンレイク 団体戦 8/28 無料

（団体戦）

9月18日 （日） クリーンレイク ミックス 9/7 D 3,000

（ミックス） 上川テニス場 Ｄ（３２組） 協会員2,500

10月16日 （日） クリーンレイク 一般男女 10/5 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

学生：高校生以下

会    場 種目 参加料

10月8日 （土）－ 10/8　清水町体育館 ジュニア 別途案内

10月9日 （日） 10/9　長和町テニスコート

10月23日 （日） クリーンレイク ジュニア 2,000

会　　場 時間

春季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

夏季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

秋季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

冬季1 清水町体育館 19：15～20：45

冬季2 清水町体育館 19：15～20：45

冬季1 上川テニス場（BC) 19：00～20：45

冬季2 上川テニス場（BC) 19：00～20：45

春季 上川テニス場（ABC)  9：00～12：40

夏季 上川テニス場（ABC)  9：00～12：40

秋季 上川テニス場（ABC)  9：00～12：40

冬季1 上川テニス場（ABC)  9：00～12：40

冬季2 上川テニス場（ABC)  9：00～12：40

春季 上川テニス場（ABC)  9：00～11：00

夏季 上川テニス場（ABC)  9：00～11：00

秋季 上川テニス場（ABC)  9：00～11：00

冬季1 上川テニス場（ABC)  9：00～11：00

冬季2 上川テニス場（ABC)  9：00～11：00

会　　場 時間

Ⅰ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

Ⅱ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

Ⅲ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

清水町体育館 12:30～16:30

Ⅳ期 清水町体育館 12:30～16:30

クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

◆コート清掃・交流会

秋季清掃・交流大会

◆南信交流戦
11月6日 （日） クリーンレイク 団体戦 10/22 3,000

（団体戦） 1チーム

第46回諏訪市テニストーナメント

11/10、17、24　　12/1、8、15、22　　1/5、12、19

1/26　　2/2、9、16、20（月） 　　3/2、9、16、23、30

２０２２年度 諏訪市テニス協会事業計画

期    日 大  会  名

（男女シングルス）

第46回諏訪市テニストーナメント

（男女ダブルス）

第18回長野県諏訪テニス大会

（年齢別シングルス）

2022年　諏訪市クラブテニス対抗戦

第21回諏訪オープンテニス大会

期　　　　　　日

第74回諏訪市スポーツ祭

（男女シングルス）

◆ジュニア大会・合宿

期    日 大  会  名

ジュニア合宿

　場所：　姫木平スノーラクーンペンション　

第15回諏訪市ジュニアオープンテニス大会

◆市民教室

教　室　名

1/26　　2/2、9、16、20（月） 　　3/2、9、16、23、30

中高年テニス教室1

(各10回）

前半：9:00-10:45

後半：10:55-12:40

4/7、14 、21、28　　5/12、19、26、30（月） 　　6/2、9

6/16、23、30　　7/7、14、21　 8/4、8（月） 、18、25

9/1、8、15、22、29　　10/3（月） 、6、13、20、27

11/10、17、24　　12/1、8、15、22　　1/5、12、19

1/26　　2/2、9、16、20（月） 　　3/2、9、16、23、30

南信地区テニス交流戦

◆ジュニアテニス教室

教　室　名 期　　　　　　日

ジュニアテニス教室

（各11回）

4/9、16、23、30　　5/14、21、28  6/4、11、18、25  

7/2、9、16、23　　8/6、20、27　　9/3、10、17、24

10/1、15、22　　11/5、12、19、26

3/4、11、18、25

8/25　　9/1、8、15、22、29　　10/6、13、20、27

11/2（水） 、10、17、24　　12/1、8、15、22　　1/5、12

12/3、10、17、24

1/7、14、28　　2/4、18、23（木）、25

春季清掃・交流大会 4月23日(土）　 9時～13時　クリーンレイク 11月26日(土）　9時～13時　クリーンレイク

中高年テニス教室2

 (各10回）

4/1、8、15 、22　　5/6、13、20、27　　6/3、10

6/17、24、　7/1、8、15　 8/5、12、19、22（月） 、26

9/2、9、16、19（月） 、30　　10/7、14、21、24（月） 、28

11/4、11、18、25　　12/2、9、16、23　　1/6、13

1/27　　2/3、10、17、24　　3/3、10、17、24、31

市民テニス教室

（各１０回）

4/7、14 、21、28　　5/5、12、19、26　　6/2、9

6/16、23、30　　7/7、14、21、28　 8/4、10（水） 、18
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◆大会

会    場 種目 締切日 参加料

5月9日 （日） クリーンレイク 一般男女 4/28 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

5月23日 （日） クリーンレイク 一般男女 5/12 D 2,500

上川テニス場 Ｄ 学生、協会員2,000

6月13日 （日） クリーンレイク 年齢別男女 県しおり 3,100

上川テニス場 Ｓ 参照

9月5日 （日） クリーンレイク 団体戦 8/29 無料

（団体戦）

9月19日 （日） クリーンレイク ミックス 9/8 D 3,000

（ミックス） 上川テニス場 Ｄ（３２組） 協会員2,500

10月17日 （日） クリーンレイク 一般男女 10/6 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

会    場 種目 参加料

10月9日 （土）－ ジュニア 別途案内

10月10日 （日）

10月24日 （日） クリーンレイク ジュニア 1,000

会　　場 時間

春季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

夏季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

秋季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45

春季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10

夏季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10

秋季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10

冬季1 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10

冬季2 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10

春季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00

夏季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00

秋季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00

冬季1 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00

冬季2 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00

会　　場 時間

Ⅰ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

Ⅱ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

Ⅲ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

Ⅳ期 クリーンレイク(3,4) 13：00～17：00

◆コート清掃・交流会

秋季清掃・交流大会

◆南信交流戦
10月31日 （日） クリーンレイク 団体戦 10/23 3,000

（団体戦） 1チーム

◆スポーツアラカルト（スポーツ体験教室）
3月11日 （金）

10/2、16、23　　11/6、13、20、27   12/4、11、18、25

ジュニアテニス教室

（各11回）

南信地区テニス交流戦

春季清掃・交流大会 ４月２４日(土）　 ９時～１３時　クリーンレイク １１月２７日(土）　９時～１３時　クリーンレイク

1/15、22、29　　2/5、12、19、26　　3/5、12、19、26

市民テニス教室

（各１０回）

中高年テニス教室1

(各10回）

前半：9:00-10:30

後半：10:40-12:10

中高年テニス教室2

 (各10回）

◆ジュニアテニス教室

教　室　名 期　　　　　　日

4/10、17、24　　5/8、15、22、29  6/5、12、19、26  

7/3、10、17、24　　8/7、21、28　　9/4、11、18、25

4/8、15 、22、27（火） 　　5/6、13、20、27　　6/3、10

6/17、24　　7/1、8、15、20（火） 、29　 8/5、12、19

8/26　　9/2、9、16、21（火） 、30　　10/7、14、21、28

4/8、15 、22、26(月） 　　5/6、13、20、27　　6/3、10

6/18、25、29（火） 　7/2、9、16　 8/6、13、20、27

9/3、10、17、24　　10/1、8、12（火） 、15、22、29

11/5、12、19、26　　12/3、10、17、24　　1/7、14

1/21、28　　2/4、14(月） 、18、25　　3/4、11、18、25

6/17、24、28（月） 　　7/1、8、15　 8/5、12、19、26

9/2、9、16、21（火） 、30　　10/7、11（月） 、14、21、28

11/4、11、18、25　　12/2、9、16、23　　1/6、13

1/20、27　　2/3、10、17、24　　3/3、10、17、24

4/9、16 、23、30　　5/7、14、21、28　　6/4、11

期　　　　　　日

第73回諏訪市スポーツ祭

（男女シングルス）

◆ジュニア大会・合宿

期    日 大  会  名

ジュニア合宿

　姫木平ペンションラクーン

第15回諏訪市ジュニアオープンテニス大会

◆市民教室

教　室　名

（シングルス）

2021諏訪市クラブテニス対抗戦

第20回諏訪オープンテニス大会

硬式テニス　午後6時30分～8時15分　　清水町体育館
市内小学生　先着20名　無料　　　スポーツ課にて電話受付　57-2811

第45回諏訪市テニストーナメント

２０２１年度 諏訪市テニス協会事業計画（案）

期    日 大  会  名

　　(長野日報杯)

（男女シングルス）

第45回諏訪市テニストーナメント

（男女ダブルス）

第17回長野県諏訪テニス大会



◆大会

会    場 種目 締切日 参加料

5月10日 （日） クリーンレイク 一般男女 4/29 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

5月24日 （日） クリーンレイク 一般男女 5/13 D 2,500

上川テニス場 Ｄ 学生、協会員2,000

6月14日 （日） クリーンレイク 年齢別男女 県しおり 3,100

上川テニス場 Ｓ 参照

9月6日 （日） クリーンレイク 団体戦 8/30 無料

（団体戦）

9月20日 （日） クリーンレイク ミックス 9/9 D 2,500

（ミックス） 上川テニス場 Ｄ（３２組） 協会員2,000

10月18日 （日） クリーンレイク 一般男女 10/7 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

会    場 種目 参加料

10月10日 （土）－ ジュニア 別途案内

10月11日 （日）

10月25日 （日） クリーンレイク ジュニア 1,000

会　　場 時間

春季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45 4/9、16 、23、28(火) 　　5/7、14、21、28　　6/4、11

夏季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45 6/18、25　　7/2、9、16、22(水) 、30　 8/6、12(水) 、20

秋季 上川テニス場（ABC) 19：15～20：45 8/27　　9/3、10、17、24　　10/1、8、15、22、29

冬季 清水町体育館 19：15～20：45 1/7、14、21、28　　2/4、12（金) 、18、25　　3/4、11、18、25

春季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10 4/9、16 、23、27(月) 　　5/7、14、21、28　　6/4、11

夏季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10 6/18、25　　7/2、9、16　 8/6、11(火） 、20、27　　9/3

秋季 上川テニス場（ABC) 9：00～12：10 9/10、17、24　　10/1、8、15、22、29　　11/5、12

冬季 清水町体育館 9：00～12：10 1/7、14、21、28　　2/4、8(月) 、18、25　　3/4、11、18、25

春季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00 4/10、17 、24　　5/1、8、15、22、29　　6/5、12

夏季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00 6/19、26　　7/3、10、17　 8/7、17(月) 、21、28　　9/4

秋季 上川テニス場（ABC) 9：00～11：00 9/11、18、25　　10/2、9、16、23、30　　11/6、13

冬季 清水町体育館 9：00～11：00 1/8、15、22、29　　2/5、12、19、26　　3/5、12、19、26

会　　場 時間

クリーンレイク 13：00～17：00

（全 33回）

清水町体育館 12：30～16：30

◆コート清掃・交流会

秋季清掃・交流大会

◆南信交流戦
11月1日 （日） クリーンレイク 団体戦 10/24 3,000

（団体戦） 1チーム

第16回長野県諏訪テニス大会

（男女シングルス）

第44回諏訪市テニストーナメント

（男女ダブルス）

（シングルス）

第44回諏訪市テニストーナメント

２０２０年度 諏訪市テニス協会事業計画

期    日 大  会  名

2020諏訪市クラブテニス対抗戦

第19回諏訪オープンテニス大会

中高年（初級・中級）テ

ニス教室(各10回）

冬季：12回

前半：9:00-10:30

後半：10:40-12:10

　　(長野日報杯)

市民テニス教室

（各１０回）

冬季：12回

期　　　　　　日

第72回諏訪市スポーツ祭

（男女シングルス）

◆ジュニア大会・合宿

期    日 大  会  名

ジュニア合宿

　姫木平ペンションラクーン

第14回諏訪市ジュニアオープンテニス大会

◆市民教室

教　室　名

中高年（中級・上級）テ

ニス教室 (各10回）

冬季：12回

◆ジュニア部定期練習

練           習 期　　　　　　日

（全 10回）

南信地区テニス交流戦

春季清掃・交流大会 ４月２５日(土）　 ９時～１３時　クリーンレイク １１月２８日(土）　９時～１３時　クリーンレイク

ジュニア部定期練習（屋外） 4/4、11、18、25　　5/16、23、30  6/6、13、20、27  

7/4、11、18、25　　8/1、8、22、29　　9/5、12、19、26

ジュニア部定期練習（屋内） 1/9、16、23、30　　2/6、13、20、27　　3/6、13

10/3、17、24、31　　11/7、14、21、28   3/20、27



◆大会

会    場 種目 締切日 参加料

5月12日 （日） クリーンレイク 一般男女 5/3 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

5月26日 （日） クリーンレイク 一般男女 5/17 D 2,500

上川テニス場 Ｄ 学生、協会員2,000

6月9日 （日） クリーンレイク 年齢別男女 県しおり 3,100

上川テニス場 Ｓ 参照

9月8日 （日） クリーンレイク 団体戦 8/30 無料
（団体戦）

9月22日 （日） クリーンレイク ミックス 9/13 D 2,500
（ミックス） 上川テニス場 Ｄ（３２組） 協会員2,000

10月20日 （日） クリーンレイク 一般男女 10/11 S 2,000

上川テニス場 Ｓ 学生、協会員1,500

会    場 種目 参加料

10月19日 （土）－ ジュニア 別途案内

10月20日 （日）

10月27日 （日） クリーンレイク ジュニア 1,000

会　　場 時間

春季 上川テニス場 19：15～20：45

夏季 上川テニス場 19：15～20：45

秋季 上川テニス場 19：15～20：45

冬季１ 清水町体育館 19：15～20：45

冬季２ 清水町体育館 19：15～20：45

春季 上川テニス場 9：00～12：10

夏季 上川テニス場 9：00～12：10

秋季 上川テニス場 9：00～12：10

冬季１ 清水町体育館 9：00～12：10

冬季２ 清水町体育館 9：00～12：10

春季 上川テニス場 9：00～11：00

夏季 上川テニス場 9：00～11：00

秋季 上川テニス場 9：00～11：00

冬季１ 清水町体育館 9：00～11：00

冬季２ 清水町体育館 9：00～11：00

会　　場 時間

クリーンレイク 13：00～17：00

清水町体育館 12：30～16：30

◆コート清掃・交流会

秋季清掃・交流大会

◆南信交流戦
11月2日 （土） クリーンレイク 団体戦 10/24 3,000

（団体戦） 1チーム

◆スポーツアラカルト（スポーツ体験教室）
6月14日 （金）

第43回諏訪市テニストーナメント

２０１９年度 諏訪市テニス協会事業計画

期    日 大  会  名

　　(長野日報杯)

（男女シングルス）
第43回諏訪市テニストーナメント

（男女ダブルス）
第15回長野県諏訪テニス大会

（シングルス）

2019諏訪市クラブテニス対抗戦

第18回諏訪オープンテニス大会

◆市民教室

教　室　名 期　　　　　　日

４/１１、１８、２５　 ５/７(火)、９、１６、２３、３０　６/３(月)、６

第71回諏訪市スポーツ祭

（男女シングルス）

◆ジュニア大会・合宿

期    日 大  会  名

ジュニア合宿

第13回諏訪市ジュニアオープンテニス大会

中高年（初級・中
級）テニス教室
(各10回）
前半：9:00-10:30
後半：10:40-12:10

８/２２、２９、　９/５、１２、１９、２６　　１０/３、１０、１７、２４　

１１/７、１４、２１、２８　　１２/５、１２、１９、２６　　１/９、１６
１／２３、３０　　２/６、１３、２０、２７　　３/５、１２、１９、２６

４/１１、１８、２５　 ５/７(火)、９、１６、２３、３０　６/３(月)、６
６/１３、２０、２７　７/４、１１、１８ 　８/１、８、１９(月)、２２
８/２９、　９/５、１２、１９、２６　　１０/３、１０、１７、２４、３１　

市民テニス教室
（各１０回）

６/１３、２０、２７　７/４、１１、１８、２５ 　８/１、８、１６（金）

１１/５(火)、１４、２１、２８　　１２/５、１２、１９、２６　　１/９、１６
１／２３、３０　　２/６、１３、２０、２７　　３/５、１２、１９、２６

４/１２、１９、２６　 ５/１０、１７、２０(月)、２４、３１　　６/４(火)、７
６/１４、２１、２８　　７/５、１２、１９　　８/２、９、２０(火)、２３

８/３０、９/６、１３、２０、２７　１０/４、１１、１８、２５　１１/１

（全 34回） ７/６、１３、２０、２７　　８/３、１０、１７、２４、３１　　９/７、１４、２１、２８

１１/８、１５、２２、２９　１２/６、１３、２０、２３(月)　１/１０、１７
１／２４、３１　　２/７、１４、２１、２８　　３/６、１３、１６(月)、２３(月)

◆ジュニア部定期練習

練           習 期　　　　　　日

中高年（中級・上
級）テニス教室
(各10回）

南信地区テニス交流戦

　姫木平ペンションラクーン

硬式テニス　午後6時30分～8時15分　　上川テニスコート（雨天時　諏訪市体育館）
　市内小学生　先着30名　無料　　　5/7よりスポーツ課にて電話受付　57-2811

春季清掃・交流大会 ４月２７日　 ９時～１３時　クリーンレイク １１月２３日　９時～１３時　クリーンレイク

１０/５、１２、２６　　１１/３(日)、９、１６、２３、３０　　３/２１、２８

ジュニア部定期練習（屋内） １２/１４、２１　　１/１１、１８、２５　　

（全 11回） ２/１、１５、２２、２９　　３/７、１４

ジュニア部定期練習（屋外） ４/６、１３、２０、２７　　５/１８、２５　　６/１、８、１５、２２、２９


