
令和3年度県営コート利⽤⼤会⼀覧 ver.-9.3
年 月　　日 曜日 種別 ⼤　　会　　名 予約コート 備考 新道駐⾞場借⽤

２０２１年 4月4日 日 硬式 新コート記念⼤会（予4/11） 全16コート（№1〜16） 新コート開場式候補日
4月10日 土 中学 市⻑杯争奪中学校スポーツ選⼿権⼤会-男・⼥（中総体団体戦のシード決め）（予4/25） 全16コート（№1〜16） 連盟主催
4月11日 日 硬式 【予備日】 新コート記念⼤会 全16コート（№1〜16）
4月17日 土 高校 令和3年度 中地区高等学校春季ソフトテニス⼤会 個⼈戦 全16コート（№1〜16）
4月18日 日 高校 令和3年度 中地区高等学校春季ソフトテニス⼤会 団体戦 全16コート（№1〜16）
4月24日 土 中学 諫早市中学⽣ソフトテニス春季⼤会-男・⼥　（予備日なし） 全16コート（№1〜16） 保護者会主催
4月25日 日 中学 【予備日】　市⻑杯争奪中学校スポーツ選⼿権⼤会-男・⼥ 全16コート（№1〜16） 連盟主催
5月2日 日 ⼀般 令和3年度 諫早市⼀般春季⼤会 全8コート　（№9〜16）
5月3日 月(祝) 硬式 中学⽣テニス選⼿権　（予５/３） 全16コート（№1〜16）
5月4日 火(祝) 硬式 【予備日】　中学⽣テニス選⼿権 全16コート（№1〜16）
5月5日 水(祝) 硬式 第171回諫早市⻑杯シングルス⼤会　（予５/８） 全16コート（№1〜16）
5月8日 土 硬式 【予備日】　第171回諫早市⻑杯シングルス⼤会 全16コート（№1〜16）
5月9日 日 ⼀般 第55回 ⻑崎県ソフトテニス選⼿権諫早⼤会　（予備日なし） 全12コート（№5〜16） 　
5月16日 日 硬式 令和3年度 第21回チャレンジカップ　（予５/22） 全18コート（№1〜16）
5月22日 土 硬式 【予備日】　令和3年度 第21回チャレンジカップ 全18コート（№1〜16）
5月23日 日 シニア 第59回⻑崎県ソフトテニスＯＢ⼤会 全４コート（№1〜4） 9:00〜15:00　（放送設備なし硬式優先）
5月23日 日 硬式 第32回県央・第44回ダンロップダブルス⼤会（予5/30） 全12コート（№5〜16）
5月30日 日 硬式 【予備日】　第32回県央・第44回ダンロップダブルス⼤会 全12コート（№5〜16）
6月12日 土 中体連 令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　ソフトテニス競技　（予６/１５・１６） 全16コート（№1〜16） 中体連主催
6月13日 日 中体連 令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　ソフトテニス競技　（予６/１５・１６） 全16コート（№1〜16） 中体連主催
6月15日 火 中体連 【予備日】　令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　ソフトテニス競技 全16コート（№1〜16） 中体連主催
6月16日 水 中体連 【予備日】　令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　ソフトテニス競技 全16コート（№1〜16） 中体連主催
6月19日 土 硬式 令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　テニス競技　（予６/１９） 全8コート　（№9〜16）
6月20日 日 硬式 【予備日】　令和3年度諫早市中学校総合体育⼤会　テニス競技 全8コート　（№1〜8）
6月20日 日 硬式 諫早市ミックス⼤会　（予６/２７） 全8コート　（№9〜16）
6月26日 土
6月27日 日 硬式 【予備日】　諫早市ミックス⼤会 全8コート　（№9〜16）
7月3日 土
7月4日 日 硬式 第172回諫早市⻑杯ダブルス⼤会（予7/17） 全16コート（№1〜16）
7月9日 ⾦ ⼀般 令和3年度 ⻄日本選⼿権⼤会 全16コート（№1〜16） 8︓00〜21︓00
7月10日 土 ⼀般 令和3年度 ⻄日本選⼿権⼤会 全16コート（№1〜16） 8︓00〜21︓00
7月11日 日 ⼀般 令和3年度 ⻄日本選⼿権⼤会 全16コート（№1〜16） 8︓00〜16︓00　　　Jリーグ⼤宮アルティージャ
7月17日 土 硬式 【予備日】　第172回諫早市⻑杯ダブルス⼤会 全16コート（№1〜16）
7月18日 日 硬式 県央五市対抗戦（予７/２５） 全12コート（№5〜16）
7月22日 木(祝) 中学 U-14最終選考会（予７/２３） 全4コート（№13〜16） 県連主催
7月22日 木(祝) 硬式 【予備日】　県央五市対抗戦 全12コート（№1〜12）
7月23日 ⾦(祝) 中学 【予備日】　U-14最終選考会 全4コート（№13〜16） 県連主催
7月24日 土
7月25日 日 ⼀般 令和３年度諫早市⼀般県⺠体育⼤会予選会 全4コート（№1〜4） ヨネックス杯と同時開催
7月25日 日 ⼀般 第23回 ヨネックス杯諫早市ソフトテニス⼤会 全8コート（№9〜16） 県⺠⼤会予選と同時開催
7月31日 土 中学 ⻑崎県中学⽣夏季選⼿権⼤会予選会-男・⼥　（予８/１） 全16コート（№1〜16） 保護者会主催
8月1日 日 中学 【予備日】　⻑崎県中学⽣夏季選⼿権⼤会予選会-男・⼥ 全16コート（№1〜16） 保護者会主催
8月7日 土 小学 第20回⻑崎県小学⽣ソフトテニス夏季選⼿権⼤会　（予８/８） 全16コート（№1〜16）
8月8日 日 小学 【予備日】　第20回⻑崎県小学⽣ソフトテニス夏季選⼿権⼤会 全16コート（№1〜16）
8月11日 水 硬式 第40回小中学校⼤会　（８/１２） 全16コート（№1〜16）
8月12日 木 硬式 【予備日】　第40回小中学校⼤会 全16コート（№1〜16）
8月14日 土
8月15日 日
8月21日 土 硬式 令和3年度 ⻑崎県高等学校中地区新⼈体育⼤会テニス競技 全16コート（№1〜16）
8月22日 日 中学 ⻑崎県中学⽣夏季選⼿権⼤会　（予８/２３） 全16コート（№1〜16） 連盟主催
8月23日 月 中学 【予備日】　⻑崎県中学⽣夏季選⼿権⼤会 全16コート（№1〜16） 連盟主催
8月28日 土 高校 第54回⻑崎県高等学校ソフトテニス選⼿権・諫早⼤会（旧島原⼤会）（予８/３０） 全16コート（№1〜16）
8月29日 日 高校 第54回⻑崎県高等学校ソフトテニス選⼿権・諫早⼤会（旧島原⼤会）（予８/３０） 全16コート（№1〜16）
8月30日 月 高校 【予備日】第54回⻑崎県高等学校ソフトテニス選⼿権・諫早⼤会（旧島原⼤会） 全16コート（№1〜16）
9月4日 土 硬式 【予備日】　令和3年度 ⻑崎県高等学校中地区新⼈体育⼤会テニス競技 全16コート（№1〜16）
9月5日 日 中学 澤村杯（団体戦）-男・⼥　（予備日なし） 全16コート（№1〜16） 保護者会主催
9月11日 土 中体連 中学⽣新⼈戦個⼈戦-男・⼥（県予選）（予９/１２） 全16コート（№1〜16） 中体連主催
9月12日 日 中体連 【予備日】　中学⽣新⼈戦個⼈戦-男・⼥ 全16コート（№1〜16） 中体連主催
9月18日 土 高体連 令和３年度　中地区高等学校新⼈体育⼤会ソフトテニス競技（予 ９/２０） 全16コート（№1〜16）
9月19日 日 硬式 諫早市クラブ対抗　（予９/２０） 全16コート（№1〜16）
9月20日 月(祝) 硬式 【予備日】　諫早市テニス協会クラブ対抗戦 全8コート（№9〜16） 18・19日⾬天決⾏の際どちらかが優先的に利⽤
9月20日 月(祝) 高体連 【予備日】　令和３年度　中地区高等学校新⼈体育⼤会ソフトテニス競技 全8コート　(№1〜８) 18・19日⾬天決⾏の際どちらかが優先的に利⽤
9月23日 木(祝) 小学 第8回諫早市小学⽣ソフトテニス親善⼤会 全16コート（№1〜16） 　
9月25日 土 中体連 中学⽣新⼈戦団体戦-男・⼥（県予選）（予９/２６） 全16コート（№1〜16） 中体連主催
9月26日 日 中体連 【予備日】　中学⽣新⼈戦団体戦-男・⼥（県予選） 全16コート（№1〜16） 中体連主催
9月28日 火 硬式 プリンスレディーステニス⼤会　（予９/２９） 全16コート（№1〜16）
9月29日 水 硬式 【予備日】　プリンスレディーステニス⼤会 全16コート（№1〜16）
10月2日 土
10月3日 日 ⼀般 第２回いさはやオープンソフトテニス団体戦⼤会 全16コート（№1〜16）

 10月9日 土 硬式 令和３年度　諫早市中学校テニス競技新⼈⼤会　（予１０/２３） 全8コート　（№9〜16）
 10月10日 日 硬式 諫早市⻑杯第173回シングルス⼤会（予１０/１７） 全16コート（№1〜16）

10月11日 月(祝) 硬式 諫早市⻑杯第173回シングルス⼤会（予１０/１７） 全16コート（№1〜16）
10月16日 土 STｽﾎﾟ 第2回 STスポーツ旗⻑崎県中学校ソフトテニス研修会 全16コート（№1〜16）
10月17日 日 硬式 【予備日】　諫早市⻑杯第173回シングルス⼤会 全16コート（№1〜16）
10月23日 土 硬式 【予備日】　令和３年度　諫早市中学校テニス競技新⼈⼤会 全8コート　（№9〜16）
10月24日 日 ｼﾆｱ 第30回近県OB・OG⼤会 全8コート（№9〜16） 9:00〜16:00
10月30日 土 小学 第9回諫早市小学⽣ソフトテニス親善⼤会 全16コート（№1〜16）
10月31日 日 硬式 諫早市⻑杯第174回ダブルス⼤会（予１１/３） 全16コート（№1〜16）
11月3日 水(祝) 硬式 【予備日】　諫早市⻑杯第174回ダブルス⼤会 全16コート（№1〜16）
11月6日 土 高体連 令和３年度　⻑崎県高等学校ソフトテニス競技団体選抜⼤会　（予１１/７） 全16コート（№1〜16）
11月7日 日 高体連 【予備日】　令和３年度　⻑崎県高等学校ソフトテニス競技団体選抜⼤会 全16コート（№1〜16）
11月13日 土 硬式 令和3年度　第72回県⺠体育⼤会テニス競技 全16コート（№1〜16）
11月14日 日 硬式 令和3年度　第72回県⺠体育⼤会テニス競技 全16コート（№1〜16）
11月21日 日 小学 第29回諫早市小学⽣ソフトテニス⼤会 全16コート（№1〜16）
11月27日 土 県連 第17回中学校1年⽣⼤会-⼥⼦ 全16コート（№1〜16） 九州小学大会がかきどまり開催のため（県連主催）
11月28日 日 ⼀般 令和3年度　諫早市⼀般冬季ソフトテニス⼤会 全8コート（№9〜16）

12月4日 土 硬式 第2回諫早市ジュニアテニス⼤会　（予12/11） 全12コート（№9〜16+県4⾯）
12月5日 日 中学 諫早市中学⽣ソフトテニス冬季⼤会-男 全12コート（№9〜16+県4⾯） 保護者会主催
12月11日 土 硬式 【予備日】　第2回諫早市ジュニアテニス⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
12月12日 日 中学 諫早市中学⽣ソフトテニス冬季⼤会-⼥ 全12コート（№9〜16+県4⾯） 保護者会主催
12月18日 土
12月19日 日 硬式 令和３年度　第１０回⻑崎県高等学校冬季テニス選⼿権⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
12月25日 土 硬式 令和３年度　第１０回⻑崎県高等学校冬季テニス選⼿権⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
12月26日 日 硬式 令和３年度　第１０回⻑崎県高等学校冬季テニス選⼿権⼤会　（予12/２７） 全12コート（№9〜16+県4⾯）
12月27日 日 硬式 【予備日】　令和３年度　第１０回⻑崎県高等学校冬季テニス選⼿権⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）

２０２２年
1月4日 火 高体連 令和３年度　⻑崎県高等学校ソフトテニス競技強化練習会兼国⺠体育⼤会少年男⼥１次選考会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
1月5日 水 高体連 令和３年度　⻑崎県高等学校ソフトテニス競技強化練習会兼国⺠体育⼤会少年男⼥１次選考会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
1月8日 土
1月9日 日
1月10日 月(祝)
1月15日 土 高体連 第５１回　ハイスクールジャパンカップ２０２０シングルスの部　⻑崎県代表選考会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
1月16日 日 高体連 第５１回　ハイスクールジャパンカップ２０２０シングルスの部　⻑崎県代表選考会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
1月22日 土 中学 ⻑崎県中学⽣春季選⼿権⼤会予選会-⼥　（予２/６） 全12コート（№9〜16+県4⾯） 保護者会主催
1月23日 日 中学 ⻑崎県中学⽣春季選⼿権⼤会予選会-男　（予２/６） 全12コート（№9〜16+県4⾯） 保護者会主催
1月29日 土 硬式 ２０２２年　新春ダブルス⼤会　（予２/５） 全12コート（№9〜16+県4⾯）
1月30日 日 高校 令和３年度　中地区高校⽣冬季ソフトテニス⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
2月5日 土 硬式 【予備日】　２０２２年　新春ダブルス⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
2月6日 日 中学 【予備日】　⻑崎県中学⽣春季選⼿権⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯） 保護者会主催
2月11日 土
2月12日 日
2月13日 月(祝) 中学
2月19日 土 小学 第9回　諫早市小学⽣ソフトテニス親善⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月5日 土
3月6日 日
3月12日 土 硬式 第41回諫早市小中学⽣⼤会　（予３/１４） 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月13日 日 硬式 【予備日】第41回諫早市小中学⽣⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月19日 土 STｽﾎﾟ 第2回　STスポーツ杯中学⽣ソフトテニス研修会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月20日 日 硬式 諫早市ダブルス⼤会　（３/２１） 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月21日 月(祝) 硬式 【予備日】　諫早市ダブルス⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月26日 土 硬式 第４８回　九州ジュニアテニス選⼿権⼤会U18⻑崎県⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月27日 日 硬式 第４８回　九州ジュニアテニス選⼿権⼤会U18⻑崎県⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月28日 月 硬式 第４８回　九州ジュニアテニス選⼿権⼤会U18⻑崎県⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）
3月29日 火 硬式 【予備日】　第４８回　九州ジュニアテニス選⼿権⼤会U18⻑崎県⼤会 全12コート（№9〜16+県4⾯）

２０２１年１２⽉〜２０２２年５⽉（№1〜8）照明⼯事のため、県コートは4コートしか借⽤不可


