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4 土 県民体育大会二部 S・C 中止 ５０,５５,６０,６５,７０,７５,８０各男女 M

5 日 関東オープン S・C 中止 一般男子１部１日目

11 土 関東オープン S・C 中止 女子５０,５５,６０,６５,７０,７５

12 日 県民体育大会二部 S・C 中止 一般男女、３５・４５男女 K

12 日 関東オープン大会 埼玉 中止 智光山公園テニスコート

18・19 土・日 県中学団体戦 S・C 中止

東京 中止 一般男子２部・男子３５　谷河内コート

東京 中止 女子３５・４５　小金井コート

25 土 県民体育大会二部(シングルス) S・C 中止 (８面B)一般男女シングルス M

25 土 関東オープン大会 中止 一般男子１部勝ち残り　駒沢公園テニスコート

26 日 関東オープン大会 中止 シニア男子５０～　神栖海浜公園テニスコート

29 水 全日本小学生県予選 S・C 延期 男子，女子（学年不問） M

3 日 千葉県選手権 S・C 延期 一般,３５・４５各男女 M

4・5 月・火 アジア選手権大会日本代表予選会 四日市市 中止

8～10 金～日 関東高校選手権大会千葉県予選会 S・C 中止

９～13 土～水 関東学生リーグ･シングルス･選手権 白子町 中止

12 火 全日本レディース県予選 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

16 土 千葉県選手権 フクヒル 延期 １０面　５０歳以上の部各男女 (他10面テニス協会使用) K

16・17 土・日 全日本シングルス選手権大会 金沢市 中止

17 日 全日本レディース県予選 フクヒル 中止 ２面　＊申込はレディース連盟へ

19 火 全日本レディース県予選 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

30・31 土・日 関東選手権大会 那須塩原市･他 中止

6 土 千葉県春季団体戦(５ペア対抗) S・C 中止 5ﾍﾟｱ(一般2ﾍﾟｱ､35以上1ﾍﾟｱ､45以上1ﾍﾟｱ､55以上１ﾍﾟｱ) K

6・7 土・日 関東高校選手権大会 小田原市 中止

13 土 千葉県実業団選手権大会 市川市 中止 兼 全日本実業団選手権大会予選 男子、女子(３ペア対抗) M

13 土 千葉県シニア大会 柏市 中止 深緑大会

13・14 土・日 千葉県高等学校総合体育大会（個人戦） S・C 中止

20・21 土・日 千葉県高等学校総合体育大会（団体戦） 白子町 中止

20・21 土・日 千葉県中学個人戦 S・C 中止

20・21 土・日 全日本ミックスダブルス選手権大会 大分市 中止

24～28 水～日 ハイスクールジャパンカップ 札幌市 中止

4 土 関東実業団リーグ 白子町 中止

4・5 土・日 関東小学生大会 宇都宮市 中止 ４日/個人　５日/団体

11 土 ルーセント杯千葉県大会 フクヒル 延期 １６面　全種別開催 M

11～15 土～水 東日本学生選手権大会 白子町 中止

18・19 土・日 東日本選手権大会 札幌市･他 中止 全種別

21～23 火～木 全日本レディース大会(個人戦) 山口市 中止

23 木 日本水郷杯 香取市 中止

25・26 土・日 千葉県春季学生リーグ 千葉大学 中止 予備日7月27･28日

25・26 土・日 流山オープン 流山市 中止

27～30 月～木 千葉県中学校総合体育大会 S・C 中止

2 日 千葉県支部対抗戦（10ペア対抗） S・C 中止 中学，高校，一般，３５以上，４５以上の各男女 K

5～8 水～土 全日本高校選手権大会(女子) 福知山市 中止

5～10 水～月 全日本学生選手権大会 能登町･他 中止

7・8 金・土 関東中学校大会 熊谷市 中止 くまがやドーム

8・9 土・日 印旛郡市選手権 成田市 延期

8～10 土～月 全日本実業団選手権大会 鈴鹿市 中止

9～12 日～水 全日本高校選手権大会(男子) 福知山市 中止

13～16 木～日 全日本小学生選手権大会 福岡市 中止

17・18 月・火 関東教職員大会 渋川市 中止

18～20 火～木 全国中学校大会 浜松市 中止

23～29 日～土 日･韓･中ジュニア交流競技大会 秋田市 中止

25～27 火～木 全日本レディース決勝大会(団体戦) 一宮市 中止

27・28 木・金 きらめきソフトテニス大会 白子町 中止

29・30 土・日 関東ブロック大会 厚木市 中止

4 金 関東レディース県予選 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

4～6 金～日 関東競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ３） 熊谷市 中止 くまがやドーム

5・6 土・日 全日本社会人選手権大会 長浜市 中止

6 日 木更津杯 木更津市 中止
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13 日 千葉県秋季団体戦 S・C 中止 【３ペア対抗】 一般の部/５０歳以上の部各男女 M

13 日 手賀沼杯 我孫子市 中止 ４５男女～

19 土 千葉県シニア大会 S・C 中止 夏季大会

19・20 土・日 JOCジュニアオリンピックカップ 広島市 中止

19・20 土・日 日本スポーツマスターズ２０２０ 今治市 中止

20 日 手賀沼杯 我孫子市 中止 一般・３５男女

20 日 市川市長杯 市川市 中止

26・27 土・日 全日本シニア選手権大会 備前市･他 中止

29・30 火・水 関東レディース選手権大会 熊谷市 中止 熊谷さくら運動公園

3 土 千葉県シニア大会 船橋市 中止 地域団体戦

10・11 土・日 関東学生秋季リーグ戦 白子町

4 日 千葉県小学生秋季選手権大会 S・C 延期 兼 全国小学生大会予選　学年別(4年生･5年生･6年生) K

4 日 市原市長杯 市原市 予備日　10/25(日)

7 水 千葉県レディース選手権大会 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

9～12 金～月 国民体育大会 鹿児島市 延期 2021年秋以降に開催できるよう、引き続き、調整・検討を継続する

11 日 関東家庭婦人千葉県予選 フクヒル 中止 ３面　＊申込はレディース連盟へ

17・18 土・日 千葉県民体育大会 フクヒル 中止 ２０面 K･M

17・18 土・日 千葉県中学校新人大会(個人戦 団体戦) S・C

23～25 金～日 全日本選手権大会 一宮市 中止

27 火 関東家庭婦人県予選 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

30・31 金・土 千葉県高校新人戦大会 S・C

30～11/１ 金～日 日本実業団リーグ 福知山市

31・11/１ 土・日 全日本クラブ選手権大会 白子町

31～11/2 土～月 ねんりんピック２０２０ 岐阜県瑞穂町･他 中止

1 日 千葉県高校新人大会 S・C

6 金 千葉県シニア大会 S・C 平日大会

7・8 土・日 全国市町村職員大会 白子町 中止

10 火 レディースジャパンカップ県予選 S・C 中止 ＊申込はレディース連盟へ

14 土 白子カップ 白子町

21 土 長瀬杯千葉県大会 S・C 11/8 一般男女，MIX一般,３５,４５,５０,５５,６０,６５,７０ K

28・29 土・日 千葉県秋季学生リーグ 千葉大学 予備日12月5.6日

27～30 金～月 ジュニアジャパンカップ(Ｓｔｅｐ４） 宮崎市 競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ４）

29 日 市川市ジュニア研修大会 市川市

29 日 関東成年大会 松戸市 中止

6 日 小学生シングル選手権 S・C 11/22 ６年生男女・５年生以下の部(新設) M

6 日 千葉県シニア大会 白子町 納会大会(１２/５ 総会)

12 土 ふれあい杯 横芝光町

10～13 木～日 日本リーグ 豊田市

19 土 千葉県高等学校選抜インドア大会 船橋市

26・27 土・日 日本リーグ入替戦 福山市
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15・16 金・土 関東高校選抜大会（女子） 東京都 東京体育館

16 土 千葉県シングルス選手権 S・C 1/5 B８面　一般男女 K

22～24 金～日 関東高校選抜大会（男子） 山梨県 小瀬・緑が丘(２会場）

7 日 全日本インドア選手権大会 大阪市

21 日 千葉県小学生春季団体戦 S・C 2/7 ３ペア団体戦 K

23 火 きらめき大会(シングルス) S・C B８面

6 土 千葉県シニア大会 松戸市 春季大会

7 日 関東シングルス選手権大会 神栖市

13・14 土・日 平和カップひろしま国際大会 広島市

14 日 船橋インドア 船橋市

14 日 柏市長杯 柏市

26～28 金～日 都道府県対抗全日本中学生大会 伊勢市

28～30 日～火 全日本高校選抜大会 名古屋市

29～31 月～水 全国小学生大会 白子町

3

12

1

2

11

10

9


