
平成２９年度　高校総体都道府県大会日程表
全国総体 ８月１日（火）～８月８日（火） 福島県　会津総合運動公園テニスコート

日韓中 ８月２３日（水）～８月２９日（火） 日本・水戸市総合運動公園テニスコート

北海道 ６月３日（火）～１６日（金） 北見市・東陵公園庭球場
東　北 ６月２４日（土）～２６日（月） 会津総合運動公園テニスコート・あいづドーム
青　森 6月2日(金)～6月5日(月) 弘前市岩木山総合公園テニスコート
岩　手 5月26日（金）～28日（日） 盛岡市立太田テニスコート

宮　城
5月26日(金)～28日(日)・6月3日(土)～5日
(月)

仙台市泉総合運動場泉庭球場　他

秋　田 ６月３日（土）～６日（火） 秋田県立中央公園テニスコート
山　形 ６月２日（金）～４日（日） 山形県総合運動公園テニスコート
福　島 ６月４日(日)～６日(火) 郡山市庭球場・須賀川市牡丹台庭球場
関　東 ６月１０日（土）～１２日（月） 神奈川県三ツ沢公園テニスコート
茨　城 ５月３０日（火），６月３日（土）・４日（日） 神栖海浜運動公園テニスコート

栃　木
5月20日（土）・27日（土）・
6月3日（土）・4日(日）

栃木県総合運動公園・宇都宮市屋板運動場　他

群　馬
５月２０日（土）・２１（日）・２７日（土）・
２８日（日）・６月３日（土）・４（日）

ＡＬＳＯＫぐんまスポーツセンター・前橋総合運動公園

埼　玉
5月27日(土)～5月30日(火)：個人
6月3日(土)4日(日)：団体

大宮第二公園テニス場他

千　葉
５月４日（木）～６日（土）：個人
６月２日（金）～４日（日）：団体

千葉県総合スポーツセンター，他

東　京 ４月２３日（日）～５月２８日（日） 各高校テニスコート・有明テニスの森・小金井公園
神奈川 ５月１４日（日）～６月１８日（日) 市営コート、各学校コート

山　梨
５月５日(水）～１４（日）：個人
５月２７日(土）～６月４日(日）：団体

小瀬スポーツ公園庭球場(甲府市），他

北信越 6月１６日（金）～１８日（日） 福井市：福井運動公園テニスコート
新　潟 ６月２（金）～４日（日）（５日） 新潟県南魚沼市大原運動公園テニスコート

富　山 ６月３日（土）～５日（月） 岩瀬スポーツ公園テニスコート
石　川 ６月１日（木）～４日（日） 辰口丘陵公園テニスコート・西部緑地公園テニスコート
福　井 ６月２日(金）～５日(月） 福井県福井運動公園県営テニス場
長　野 ６月２日（金）～４日（日） 南長野運動公園テニスコート
東　海 ６月１７日（土）１８日（日） 愛知県名古屋市：東山公園テニスセンター
静　岡 ５月6,7,13,14,20,21日（土・日） 静岡市：草薙，他　浜松市：花川　富士市：富士市営
愛　知 ５月１３、１４、２０、２１、２７、２８日 東山公園テニスセンター

岐　阜 5月6，7，13，14日（土・日) 長良川テニスプラザ

三　重 5月26日（金）～5月28日（日） 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 庭球場
近　畿 ６月１６日（金）～６月１８日（日） 滋賀県長浜市：長浜バイオ大学ドーム
滋　賀 ６月１日（木）～４日（日） 彦根総合運動場庭球場・大石緑地スポーツ村テニスコート
京　都 ４月２３日（日）～５月２７日（土） 太陽か丘、向島、丹波自然運動公園、他
大　阪 ４月１日(土)～５月1４日(日) 各学校・蜻蛉池公園テニスコート・ＭＴＰ北村
兵　庫 ４月２２日（土）～６月４日（日） 予選：各高校　　本戦：神戸総合運動公園テニスコート

奈　良
4月30日（日）、5月3日（水）～5日（金）､
5月13日（土）､14日（日）

奈良県立明日香庭球場

和歌山 ５月３１日（水）～６月４日（日） 和歌山市立つつじが丘テニスコート
中　国 ６月１６日（金）～６月１９日（月） 鳥取市：コカ・コーラ ウエストスポーツパーク　テニスコート 
鳥　取 ６月３日(土）～６月５日(月） どらドラパーク米子庭球場・米子高専テニスコート
島　根 ６月１日(木）～６月３日(土） 島根県立浜山運動公園テニスコート
岡　山 5月27,28日、6月3,4日、10,11日（土,日） 備前テニスセンター

広　島
６月３日（土）・４日（日）・１０日（土）・
１１日(日）

びんご運動公園テニスコート(6/3・4)
やまみ三原運動公園テニスコート(6/3)
広島広域公園テニスコート(6/10・11)

山　口 ６月３日(土)～６日（火） 維新百年記念公園テニス場
四　国 ６月１６日（金）～６月１８日（日） 香川県総合運動公園
徳　島 ６月３日（土）～６月５日（月） 大神子病院しあわせの里テニスセンタ－
香　川 ６月３日（土）～６月５日（月） 亀水運動センター・丸亀市総合運動公園
愛　媛 6月3日（土）～6月5日（月） 愛媛県総合運動公園テニスコート・松山中央公園テニスコート・空港東第四公園テニスコート

高　知 5月20日（土）～5月22日（月） 春野総合運動公園、高知市総合運動場

九　州 ６月１６日（金）～６月１９日（月） 鹿児島県南九州市：知覧テニスの森公園他

福　岡
５月２０日（土）・２１（日）個人
５月２７日（土）・２８日（日）団体

個人：博多の森庭球場
団体：筑豊緑地・筑豊ハイツテニスコート

佐　賀 ６月２日(金)～６月５日(月) 佐賀県総合運動場庭球場
長　崎 ６月３日（土）～６月６日（火） 佐世保市総合グラウンドテニスコート
熊　本 ５月２７日（土）,６月２日(金)～５日（月） パークドーム熊本、熊本県民総合運動公園ＡＢテニスコート
大　分 ５月２８日（日）・６月３日（土）～６月５日（月） 大分スポーツ公園テニスコート・大分市営駄ノ原テニスコート
宮　崎 ５月２７日（土）～５月３１日(水） KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園テニスコート24面
鹿児島 ５月２４日（水）～５月２８日（日） 知覧テニスの森公園他
沖　縄 ５月２７日（土）～５月３１日（水） 奥武山運動公園庭球場・漫湖公園市民庭球場



平成２９年度　全国選抜都道府県大会日程表
 全 国選 抜 ３月２１日（水）～３月２６日（月） 福岡市　博多の森テニス競技場・春日公園テニスコート

US Open
Junior ９月４日(月)～９月１０日（日） Flushing Meadows Queens, New York, USA

北海道 １０月１０日（火）～１３日（金） 帯広市・帯広の森テニスコート
東　北 １０月２８日（土）～２９日（日） 山形県総合運動公園テニスコート
青　森 9月16日(土)～9月18日(月) 新青森県総合運動公園テニスコート
岩　手 10月6日（金）～8日（日） 盛岡市立太田テニスコート，他

宮　城 10月5日(木)～7日(土) 仙台市泉総合運動場泉庭球場

秋　田 １０月６日（金）～８日（日） 秋田県立中央公園テニスコート
山　形 １０月１４日（土）～１５日（日） 山形県総合運動公園テニスコート
福　島 ９月２３日(土)～２５日(月) 福島市庭球場・あづま総合運動公園テニスコート
関　東 １２月２４日（日）～２６日（火） 千葉県白子町サニーコート，他
茨　城 １０月２８日（土）・２９日（日），１１月４日（土） 神栖海浜運動公園テニスコート

栃　木 10月29日(日)・11月3日(金)・4日(土) 栃木県総合運動公園　他

群　馬
１０月１４日（土）・１５日（日）・２１日（土）・
２２日（日）・２８日（土）

前橋総合運動公園・ＡＬＳＯＫぐんまスポーツセンター　他

埼　玉 10月28日（土）～10月30日（月） 大宮第二公園テニス場他

千　葉
１０月７日（土）・８日（日）：団体
１１月３日（金）・４日（土）：個人

千葉県総合スポーツセンター，他

東　京 １１月３日（金）・4日（土）・5日（日） 各高校テニスコート・小金井公園・舎人公園
神奈川 10月８日（日）～11月４日（土 ） 県内公営コート及び各学校コート

山　梨 １０月２１日（土）～１１月１２日(日） 小瀬スポーツ公園庭球場(甲府市），他

北信越 １０月２０日（金）～２２日（日） 福井市：福井運動公園テニスコート
新　潟 ９月２３日（土）～２４日（日）（２５日） 新潟県南魚沼市大原運動公園テニスコート
富　山 ９月１６日（土）～１７日（日）（1８日） 岩瀬スポーツ公園テニスコート
石　川 ９月１４日（木）～１７日（日） 辰口丘陵公園テニスコート・城北市民テニスコート
福　井 ９月１５日(金）～１７日(日） 福井県福井運動公園県営テニス場
長　野 ９月２３日（土）～２４日（日） 松本市浅間温泉庭球場
東　海 １１月１１日（土）１２日（日） 静岡県浜松市：花川運動公園庭球場
静　岡 9月16,17日　10月14,15　12月9,10日（土日） 静岡市：草薙，他
愛　知 ９月２３、２４日　１０月１４、１５、２１、２２日 東山公園テニスセンター

岐　阜
9月16，17日（土・日）団体、10月14，15日
（土・日）個人

長良川テニスプラザ

三　重 ９月16（土）・17（日）・18（月） ＮＴＮ総合運動公園テニスコート･三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿 庭球場

近　畿 11月18日（土）・19日(日)　予備日20日(月) 奈良県立明日香庭球場
滋　賀 １０月２６日（木）～１０月２９日（日） 彦根総合運動場庭球場・大石緑地スポーツ村テニスコート
京　都 ９月２３日（祝）～１０月７日（土） 太陽か丘、向島、丹波自然運動公園、他
大　阪 ９月３日(日)～１０月１５日(日) 各学校・蜻蛉池公園テニスコート
兵　庫 １０月７日（土）～１１月５日（日） 予選：各高校　　本戦：神戸総合運動公園テニスコート

奈　良 10月7日（土）・8日（日） 奈良県立明日香庭球場

和歌山 １０月２８日（土）～２９日（日） 和歌山市立つつじが丘テニスコート
中　国 １１月１８日（土）・１９日（日） 宇部マテ”フェレッセラ”テニスコート
鳥　取 １１月４日(土）～５日(日） 鳥取市コカコーラウェストスポーツパークテニスコート
島　根 １１月４日(土)～１１月５日(日) 石見海浜公園、益田市営テニスコート
岡　山 １０月２１日（土）～１０月２２日（日） 備前テニスセンター

広　島 １１月４日(土)・５日(日)
広島県立びんご運動公園テニスコート(11/4,5)
やまみ三原運動公園テニスコート(11/4)

山　口 １０月２８日（土）～１０月３０日（月） 維新百年記念公園テニス場
四　国 １１月１７日（金）～１１月１９日（日） 香川県総合運動公園
徳　島 １０月１４日（土）～１０月１５日（日） 大神子病院しあわせの里テニスセンタ－
香　川 １０月２１日（土）・２２日（日）・２８日（土） 香川県総合運動公園
愛　媛 10月21日（土）～10月22日（日） 愛媛県総合運動公園テニスコート

高　知
10月28日(土)、29日（日）、
11月3日(金)、4日(土)、5日(日)

春野総合運動公園、高知市総合運動場

九　州 １１月１７日(金)～２０日(月) 佐賀県総合運動場庭球場，佐賀県立森林公園庭球場

福　岡 １０月７日(土)～８日(日) 大牟田港緑地公園テニスコート

佐　賀 １０月７日(土)～８日(日) 佐賀県総合運動場庭球場
長　崎 ９月１６日（土）～１８日(月) 長崎市営庭球場
熊　本 １０月７日（土）,８日（日） パークドーム熊本、熊本県民総合運動公園ＡＢテニスコート
大　分 １０月２１日（土）～２２日（日） 大分スポーツ公園テニスコート・大分市営駄ノ原テニスコート
宮　崎 １０月２１日(土）～２３日（月） KIRISHIMAﾔﾏｻﾞｸﾗ県総合運動公園テニスコート24面，生目の杜運動公園

鹿児島 １０月７日（土）～１１日（水） 知覧テニスの森公園他
沖　縄 １０月１４日（土）～１０月１６日（月） 奥武山運動公園庭球場・漫湖公園市民庭球場


