
月　日 会　　場

 2/24（木）  定　期　総　会 主催 中島体育センター

 4/12・13（火・水）  2022 JLTF北海道インドアテニス大会 主催 つどーむ

 第43回 JLTF北海道支部結成記念団体戦テニス大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （4人による）

 6/1（水）  第33回 JLTF北海道8地区親睦テニス大会 (帯広市) 主催 帯広の森テニスコート

 6/2・3（木・金）  桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 札幌大会 主管 稲積公園

 6/21（火）  桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 全道大会 主管 稲積公園

 第22回 WE　L♥VE　DUNLOP

　　　　　レディステニストーナメント　札幌大会

 7/14～16（木～土）  第20回 JLTF北海道サマーテニス大会 主催 モエレ沼公園

 8/2・3（火・水）  第18回 ピンクリボンレディーステニス大会 主管 稲積公園

 ソニー生命カップ

 第44回 全国レディーステニス大会・札幌大会

 ソニー生命カップ

 第44回 全国レディーステニス大会・北海道大会

 第19回 WE　L♥VE　DUNLOP

　　　レディステニストーナメント　全道大会

 9/14～16（水～金）  第19回 JLTF北海道支部長杯コスモス大会 主催 野幌総合運動公園

 9/27～29（火～木）  第24回 JLTF北海道ローズカップ 主催 稲積公園

10/5・6（水・木）  ヨネックス レディース チャレンジカップ2022 主管 野幌総合運動公園

 5/17～19（火～木） 主催 モエレ沼公園

 9/12・13（月・火）

モエレ沼公園

　・2021年度より桑名杯札幌大会の種目に、55歳以上級と60歳以上級を設けています。

　・新型コロナウイルス感染拡大状況により、大会を中止する場合があります。

2022年度 事業計画

主催 ニセコ

事　業　内　容

　 　   　　　　　（ 2022年1月1日～2022年12月31日 ）

 6/27～29（月～水） 主催 稲積公園

　北 海 道 支 部

 8/23～25（火～木） 主管

 8/16～18（火～木） 主管 モエレ沼公園
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主催・共催行事

月　日 会　場

3/31(木) 広報誌35号発行 主催

5月中旬 ルール冊子発行 主催

9/23(金） テニスの日 共催 中島公園庭球場

未定 北海道支部理事競技委員研修会 主催 未定

主催・主管講習会

月　日 会　場

3/26(土) 2022ファミリーエンジョイテニス春(普及指導委員会) 主管 南区体育館

6/2・3(木・金) テニス講習会（桑名杯札幌大会会場） 主催 稲積公園

9月上旬 2022 審判・ルール講習会（審判委員会） 主催 未定

10/15(土) 2022ファミリーエンジョイテニス秋(普及指導委員会)主管 清田区体育館

共催・後援及び協力大会

月　日 事　業　内　容 会　場

第10回札幌市中学校テニス団体戦大会（兼）

令和4年度北海道中学校テニス団体戦大会地区予選

6/26(日） 令和4年度北海道中学校テニス団体戦大会北海道大会 共催 札幌市平岸庭球場

1月～10月 ジュニアテニス大会
後援
協力 平岸・モエレ・稲積他

全国大会

月　日 会　場

佐賀県

SAGAサンライズパーク庭球場

愛知県

一宮市テニス場

神奈川県

荏原湘南スポーツセンター

11/30・12/1(水・木）
大阪府
万博テニスガーデン

12月予定
神奈川県
横浜国際プール特設コート

10/13・14(木・金）
                                   全国決勝大会

事　業　内　容

事　業　内　容

6/5(日） 共催

with prince 2022

札幌市平岸庭球場

大　会　名

ヨネックスレディースチャレンジカップ2022全国大会

第19回ピンクリボンレディーステニス大会 by Admiral

11/10～12(木～土)
（仮称）ソニー生命カップ 東京都

昭和の森テニスセンター第44回全国レディーステニス大会全国決勝大会

第13回JLTFクレストレディーステニス bｙ カーブス

5/11・12(水・木)
第23回 井上早苗杯

   GOGOテニスフェスティバル by DUNLOP 2022

6/9・10(木・金)
第14回 会長杯グリーン・ヴィーチームテニス
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旭　川　地　区　　  　   　　　　　　　　　　　　　<各地区※はオープン大会>

月　日 事　業　内　容 会　場

旭川市リアルター
夢りんご体育館

第36回 旭川地区長杯
　　    兼 第33回８地区親睦テニス大会旭川地区予選

第35回桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 

　　　　　　　　　　　　旭川大会 & 第26回支部長杯

第22回 WE L♥VE DUNLOP 
　    レディステニストーナメント 旭川大会

(仮称)ソニー生命カップ
第44回 全国レディーステニス大会・第33回旭川地区予選

 9/8(木) 第25回 秋季大会 花咲公園テニスコート

旭川市リアルター
夢りんご体育館

小　樽 ・ 後　志　地　区

月　日 事　業　内　容 会　場

 5/6(金) 総会及び春一番親睦大会 入船公園テニスコート

 5/12(木)予13(金) 支部長杯 兼 ８地区親睦テニス大会小樽・後志地区予選 入船公園テニスコート

第22回 WE L♥VE DUNLOP
　　　　レディステニストーナメント 小樽･後志大会

 8/8(月) 予9(火) ※第28回 七夕杯 入船公園テニスコート

 10/7(金) 秋季大会 入船公園テニスコート

室　蘭　地　区

月　日 事　業　内　容 会　場

 4/19(火)予20(水) 定期総会＆春季大会 高砂テニスコート

 5/12(木)予13(金) 支部長杯 兼 ８地区親睦テニス大会室蘭地区予選 高砂テニスコート

 5/21(土)予23(月) 桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 室蘭大会 高砂テニスコート

第22回 WE L♥VE DUNLOP
   　　　   レディステニストーナメント 室蘭大会

 8/29(月)予30(火) 賛助会員交流大会 高砂テニスコート

 10/4(火)予5(水) 親睦大会 高砂テニスコート

 4/14(木) 定期総会 

 7/23(土)予26(火)

 5/20(金) 花咲公園テニスコート

 6/13(月) 花咲公園テニスコート

花咲公園テニスコート

高砂テニスコート

 8/4(木) 

 7/14(木) 花咲公園テニスコート

 6/16(木)予17(金) 入船公園テニスコート

第35回 冬季大会  11/17(木)
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千　歳　地　区　　 　　　　　　　　　　　　　　<各地区※はオープン大会>

月　日 事　業　内　容 会　場

 4/27(水) 総会＆お楽しみ大会 青葉公園テニスコート

青葉公園テニスコート
(予)向陽台公園テニスコート

 6/22(水) 親睦大会 青葉公園テニスコート

第22回 WE L♥VE DUNLOP 青葉公園テニスコート

　  　    レディステニストーナメント 千歳大会 (予)つばさ公園テニスコート

 8/4(木) 予5(金) ※団体戦（オープン大会） 青葉公園テニスコート

 10/13(木) 紅白チャリティー大会＆納会 青葉公園テニスコート

帯　広　地　区

月　日 事　業　内　容 会　場

 4/21(木) 春季親睦テニス大会（兼総会）
帯広の森ﾃﾆｽコート会議室

帯広の森テニスコート

2022 YONEX CUP 春季大会
　　　兼 ８地区親睦テニス大会帯広地区予選

 6/1(水) 第33回 JLTF北海道8地区親睦テニス大会 帯広の森テニスコート

 6/14(火) 桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 帯広大会 帯広の森テニスコート

第22回 WE L♥VE DUNLOP
    　　　  レディステニストーナメント 帯広大会

 7/21(木) ※たなばた杯2022 HEAD 女子テニス大会 帯広の森テニスコート

 8/18(木) 十勝毎日新聞社杯 兼 2022支部長杯テニス大会 帯広の森テニスコート

 9/20(火) 2022 YONEX CUP 秋季大会 帯広の森テニスコート

 10/6(木) 第33回 秋季親睦テニス大会 帯広の森テニスコート

 5/12(木) 予14(土) 支部長杯 兼 ８地区親睦テニス大会千歳地区予選

 7/7(木) 帯広の森テニスコート

 5/12(木) 帯広の森テニスコート

 7/27(水) 予30(土) 
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北　見　地　区　　　　 　　　　　　　　　　<各地区※はオープン大会>

月　日 事　業　内　容 会　場

 中止 冬季講習会
北海道立

北見体育センター

 5/17(火) 予18(水) 総会＆第33回８地区親睦テニス大会北見地区予選
北見市東陵運動公園

テニスコート

 5～7月 講習会
北見市東陵運動公園

テニスコート

 6/8(水) 予9(木) 桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 北見大会
北見市東陵運動公園

テニスコート

第22回 WE L♥VE DUNLOP 北見市東陵運動公園

  　　　    レディステニストーナメント 北見大会 テニスコート

 8～10月 講習会
北見市東陵運動公園

テニスコート

 9/7(水) 第17回 AUTUMN レディーステニス大会
北見市東陵運動公園

テニスコート

 10/6(木) 秋のENJOY TENNIS大会
北見市東陵運動公園

テニスコート

函　館　地　区

月　日 事　業　内　容 会　場

 4/13(水) 総会及びコート開き大会 千代台公園庭球場

 5/11(水) 春一番大会＆８地区親睦テニス大会函館地区予選 千代台公園庭球場

 6/8(水) 桑名杯レディーステニス大会 2022 by DUNLOP 函館大会 千代台公園庭球場

第22回 WE L♥VE DUNLOP 
    　　　  レディステニストーナメント 函館大会

 8/17(水) 団体戦 千代台公園庭球場

 9/21(水) 北海道支部長杯秋季ダブルス大会2022 by YONEX 千代台公園庭球場

 10/12(水) テニススクール Fine 納会大会 千代台公園庭球場

 7/5(火) 予6(水)

 7/20(水) 千代台公園庭球場
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