
　コロナ状況にて予定の
変更・中止もあります 黄色変更箇所

各大会・教室の募集要項等は随時　高槻市テニス連盟サイト（ アドレス： https://tctf2021.fc2.net/ ）に掲載 第２版令和５年３月１２日確定時点・下線：未確定箇所

事
業

区
分

予定種目・変更有 予備日 使用施設 　掲載時期
　受付予定日 ・場所

時間 PM６：００～７:００
　ドロー会議予定日

４/０２.
一般：男女 Ａ
ベテラン ： 全クラス

４/０９. 一般：男女　Ｂ、Ｃ, 

５/０７    一般 ： Ａ、ベテラン：Ⅰ,Ⅱ

５/１４  一般 ： ＢＣ、　

第２９回 男子新人ダブルス大会

第４６回 レディ－ス新人ダブルス大会

第２３回 百二十歳ダブルス大会 ６/１８ 百二十歳

７/２２(土). １１歳：女子、１３歳：男子・女子

７/２３（日） １１歳：男子、１５歳：男子・女子

　９/１０ ﾍﾞﾃﾗﾝ女子

　９/１７ 一般女子

　１０/０１ 一般男子

　１０/１５ ﾍﾞﾃﾗﾝ男子

（Ⅰ） 第２４回 テニスの日・高槻テニス祭り 中止

１０/２２ 一般の部　　男子 Ａ、Ｂ、Ｃ 萩谷

１０/２９* ベテランの部　男女 全種目 ＊芝生

１１/１２ 一般の部　　女子 Ａ、Ｂ、Ｃ 

１２/０３ 一般　男子 Ｂ、Ｃ

１２/１０
一般男 Ａ、一般女子A・B・C、
ベテラン　ⅣⅤ

２/１２* ベテランⅠ・Ⅱ・Ⅲ ２／２５＊ ＊芝生

２/２５

(兼)ｼﾝｸﾞﾙｽ

３/１７ 男子Ａ、男子Ｂ

３/２０（祝水） 女子Ａ、女子Ｂ

未定

社会人テニス教室　 中級 10回  4/06　～10回（木曜）

(Ⅰ) 10時～12時 初級 10回  4/01　～10回（土曜） 高槻市　在住 ・在勤者、

社会人テニス教室 中級 10回  9/07　～10回（木曜） 各級　最大４５名、多数時抽選

10時～12時 初級 10回  9/02　～10回（土曜）

 ①　水 c.d ・金曜 e.f クラス ３月号2/20 各クラス  募集20名～30名

年間 　　 各曜日： (1面 & 3面) １時間コースx 各1クラス ６月号5/20 多数時抽選

（４期）  ②　土曜 g クラス (２面)　２時間コース x １ クラス ９月号8/20 応募少数時クラス調整など有り

１２月号11/20

第４６回 三島地区大会（府総体予選） ７/０９ 担当市　〇〇市 ７/１７（月祝） 連盟選抜選手団

第７６回 府総体・中央大会 ８/２７ 〇〇地区：〇〇市 ９/３ 三島予選：上位２市町代表、府下：７地区ｘ２＋２「担当と前年優勝」の16代表

大阪府知事杯・北大阪大会　 男女共 選手派遣・選考：社会人大会の各種目成績上位組とする。

一般(2)・45歳(1)・55歳(1) & 百歳MIXﾀﾞﾌﾞﾙｽ(1) 　　　　　　　　　　　百歳MIXは混合大会の資格成績上位組。

第３０回 北大阪・ジュニア大会 （ｼﾝｸﾞﾙｽ） １０/１５（日） なし 服部緑地 連盟　HPで 連盟ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに募集要項掲載（年明け）・個人申し込み

第３０回 北大阪・レディース大会 団体（３ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） １０/２４（火） なし 服部緑地 選手派遣：連盟推薦（北大阪大会過去１０年間ベスト８などの選手除く）

第２５回 府知事杯・なみはや国体ﾒﾓﾘｱﾙ大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）三島代表団 １１/３（祝金） 担当地区・北大阪 １１/２３(祝木) 靭 三島地区推薦（北大阪大会成績にて派遣：男女・一般４．４５歳２．５５歳１）

フェド杯・デ杯・その他 靭

2023 大阪市長杯 世界スーパージュニアテニス選手権大会 10/7～15 - 靭

催し 協議会加盟 連盟・団の合同催し 参画  　 ➀ 小学生など対象、キッズ合同スポーツ体験教室（芝生）： ５月２１日（日)　　　　

市・等 市等合同　３催し 実行委員派遣・参画 ➀ 市民スポーツ祭（芝生）： １０月０９日（祝月)　　　　② 高槻シティハーフマラソン大会（芝生・淀川堤防）：１月２１日(日)　　　③ 高槻クロスカントリー大会（萩谷）：３月１０日(日)　

注意　： 諸般の事情で日程などが変更になる場合があります。　＊申込日なども予定です。「高槻市テニス連盟サイト」で確かめて下さい。

大会申し込みに、車でスポーツ団体協議会事務局会議室にお越しの場合、施設駐車場が満車の場合があります。また駐車場利用は有料です。　
また、大会・試合会場においても、施設および他の競技との関係で、駐車場に入れない場合があります。　こちらも、出来るだけ他の交通手段をご利用下さい。
車の場合は、出来るだけ相乗りでお願いします。（芝生・萩谷：駐車場料金：１時間１００円・２時間２００円・３時間３００円・３時間以上４００円）
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（Ⅰ） 第４４回 社会人ダブルス大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） ２日間

（Ⅱ）

３月１６日(木）

（Ⅰ） 第４２回 混合ダブルス大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） ２日間

萩谷 2月20日
３月７日(火）・

スポセン　協議会会議室

芝生 4月20日
５月８日 (月）・

 スポセン　協議会会議室
５月２２日 (月）

（Ⅰ） 第５６回 高槻市長杯ダブルス大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

２０２３年（令和５年）度高槻市テニス連盟・事業計画予定表

行事名 日程

（Ⅰ） （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） ２日間
６/１１ 男子　・　レディース

４/２３

７/０２

５/２８ 芝生 3月20日
４月４日（火）～４月１１日（火）

メール申請のみ
４月１９日 (水）

掲載しない
　大阪府テニス協会HPに要項など掲載→府協会へ個人申し込み

（参加資格：大阪府テニス協会ジュニア登録者）

（Ⅱ） 第４２回 連盟加盟団体対抗大会 （3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） ４日間 なし 萩谷 6月20日

第２４回
大阪ジュニアサテライト
in　高槻大会

（ｼﾝｸﾞﾙｽ） ２日間 ８/０５(土） 萩谷

８月１０日 (木）・
 スポセン　協議会会議室

８月２４日 (木）

３日間 １１/２６ 8月20日
９月２６日 (火）・

スポセン　協議会会議室
１０月１１日 (水）

（Ⅱ） 第３７回 社会人シングルス大会 （ｼﾝｸﾞﾙｽ） ３日間
１２/２４ 萩谷

10月20日
１１月７日 (火） ・

スポセン　協議会会議室
１１月１６日 (木）

メール申請のみ（受付⽇未定） １２月２１日 (木）

（Ⅰ） 第３４回 ファミリーダブルス大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） １日間 ２/１１(祝日) 芝生 12月20日 メール申請のみ（受付⽇未定） １月２５日 (木）

（Ⅰ） 第３９回 百歳ダブルス大会 （ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） １日間 １/０７ １/２８ 芝生 11月20日

2024年２月２７日 (火）・
スポセン　協議会会議室

中学の先生方で担当

（Ⅱ） 第４１回 高槻高等学校大会
団体 or

シングルス
2日間 ３/２３（土） ３/２４（日） 萩谷

（Ⅱ） 第３８回 高槻ジュニアシングルス大会 （ｼﾝｸﾞﾙｽ） ２日間 なし 萩谷 未定

未定
2024年３月５日 (火）・

スポセン　協議会会議室
高校の先生方で担当

Ⅳ期　0１－0３月（15時～17時）     

総
体

団体（3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般２：壮年１）

団体（3ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般２：壮年１）
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秋期 芝生
８月号
7/20

ジ

ュ
ニ
ア

Ⅰ期　0４－0６月（16時～18時）  

祝祭日等除く 芝生
Ⅱ期　0７－0９月（16時～18時）     

Ⅲ期　10－１２月（15時～17時）     

一
般

春期 祝祭日等除く
雨天時

予備日使用

芝生
３月号
2/20

万博公園 (Ⅲ）
選手
派遣
大会

第４７回
　個人・　　市

町団体
６/４ なし


