
2021年度　栗ｹ沢公園庭球場　行事予定(確定版）　
曜日 主催 行　事　名　　　　 　　コート  　 摘    要

2021年 ※予備日の使用について、大会が終わり次第栗ヶ沢コート管理室に必ず連絡を入れてください

4月4日 (日） 協会 松戸市S ＃１　　 9（1-9）

4月9日 （金） 家庭婦人 家庭婦人春季大会 9（1-9） （9）14時～１７時　協会金曜教室有り

4月10日 (土） 高体連 市内高校千葉県予選（硬式） 9（1-9） 協会土曜教室休み

4月11日 (日） 協会 松戸市S ＃2　　 9（1-9）

4月14日 (水） シニア連 シニアテニス連盟松戸支部大会 9（1-9）

4月16日 (金） 連盟 第11地区千葉県予選（ソフト） 5（1-5） （9）14時～１７時　協会金曜教室有り

4月18日 (日） 協会 松戸市S ＃3 9（1-9）

4月20日 (火） 連盟 第11地区千葉県予選（ソフト）　予備日 5（1-5） 協会火曜、シニア教室有

4月25日 (日） KTC KTCミックスダブルス大会 6（4-9）

4月29日 （祝・木） 連盟 春季クラブ対抗　朝は8時まで 11 少年団ソフトなし　協会木曜Jr教室休み

5月2日 （日） KTC フレッシュマン大会 6(4-9) 　（1-3）９時～17時・KSTC（10・11）９時～１１時少年団ソフト

5月3日 （祝・月） KSTC KSTC大会 6(1-6)

5月4日 (祝・火) 協会 松戸市S＃4 9（1-9） 協会火曜・シニア教室休み

5月5日 (祝・水） KTC KTCダブルス大会・ミックスダブルス大会予備日 6（4-9）

5月8日 （土） 連盟 中学春季大会 朝は８時まで 11 協会土曜教室休み

5月9日 (日） 連盟 中学春季大会 朝は８時まで　予備日 11 ソフト少年団なし（5/8終了の場合はあり）

5月12日 (水） シルバ連 シルバーテニス 大会 9（1-9）

5月16日 (日） 協会 松戸市S ＃5 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

5月23日 (日） 協会 松戸市S ＃6 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

5月26日 (水） 家庭婦人 家庭婦人 クラブ対抗戦　＃１ 9（1-9）

5月30日 (日） 連盟 シニア会春季大会 4（1-4） (5-9)9時～17時・ＫＴＣ(10・11)９時～１１時少年団ソフト

6月2日 （水） 家庭婦人 家庭婦人 クラブ対抗戦　＃２ 9（1-9）

6月4日 (金） 家庭婦人 家庭婦人 クラブ対抗戦予備日 9（1-9） （9）14時～１７時　協会金曜教室有り

6月5日 （土） （10・11）９時～11時少年団ソフト（6/6振替）

6月6日 (日） 連盟 春季大会　朝は8時まで 11 少年団ソフトなし

6月7日 （月） 連盟 ママさん大会 ９（1-9） 協会月曜教室休み

6月13日 (日） 協会 松戸市Ｓ予備日 9（1-9） 両大会終了の時通常使用　（10・11）９時～１１時少年団ソフト

6月17日 （木） 連盟 ママさん講習会 9（1-9） （10・11）木曜Jr教室あり

6月20日 (日） 連盟 中高体連講習会（ｿﾌﾄ） 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

6月21日 (月） 協会 TOGAKU松戸女子ＯＰ大会 2021 予選 朝は８時迄 ９面使用（月曜教室休み）

6月21日～6月25日 （月～金） 協会 TOGAKU松戸女子ＯＰ大会 2021予選 朝は８時迄 9（1-9） 月～金曜　９面使用　≪月曜・火曜・シニア・金曜教室休み　（10・11）木曜・Jr教室あり≫

≪代替金ヶ作ソフト連盟使用　木曜（1～3）9時～17時≫　

6月26日 (土) 協会 まつど女子OP大会2021　本戦準決勝　朝は8時まで 9（1-9） （8・9）協会土曜教室休み　≪代替金ヶ作ＫＳＴＣ使用　（1）9時～17時　（2）15時～17時≫

6月27日 (日） 協会 まつど女子OP大会2021　決勝 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト　≪代替金ヶ作ＫＳＴＣ使用　（1）10時～17時　（2）10時～13時≫

☆備考： 1)当初の予定日に大会が実施でき予備日を使用しない時は、遅滞無く、コート管理事務所へ連絡を入れてください

　　　　　　2)朝は８時迄と記載ある大会、行事参加者で車で来場される方は８時１0分から駐車場の利用を開始してください（早朝クラブとの入替混雑解消のため）

          　 3)少年団ソフトの教室は、日曜日の９～11時・Ｎo.１０，Ｎo.１１コートで４月～３月、休みと表示の無い日は教室を実施

　　　　　　4)大会、行事開始は、時間指定が無い時は、９時開始

(1-6)9時～17時・KSTC　（7-9）9時～17時・KTC（但し、（8・9）9時～12時月曜教室）　

(1-3）９～１7時KSTC 

20201028★2021年3月22日加筆

（10・11）９時～１１時・少年団ソフト　

（10・11）９時～１１時・少年団ソフト　

（10・11）９時～１１時・少年団ソフト　≪代替金ヶ作KSTC使用　（1）10時～17時　（2）14時～17時≫

(1-3）９～１7時KSTC （10・11）少年団ソフト



NO２

曜日 主催 行　事　名　　　　 コート  　 摘    要

7月4日 (日） 協会 松戸市 Doubles #１　 9（1-9） （10・11）９時～１１時・少年団ソフト≪代替金ヶ作KSTC使用　（1）10時～17時　（2）14時～17時≫

7月7日 （水） シルバ連 シルバ連クラブ懇親大会（13時～17時） 9（1-9） （1-9）13時～17時・シルバー連盟　　早朝～13時までは通常使用

7月11日 (日） 協会 松戸市 Doubles #2 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

7月14日 (水） シニア連 シニアテニス連盟松戸支部大会　（今回のみ） 9（1-9）

7月17日 （土） （10・11）9～11時少年団ソフト（7/18振替）

7月18日 (日） 中体連 中学生大会　朝は8時まで 11 少年団ソフトなし

7月21日 （水） 中体連 中学生大会　朝は8時まで ９（1-9）

7月22日 (祝・木） 中体連 中学生大会　朝は8時まで　　予備日1日目 ９（1-9） 協会Jr教室有

7月23日 （祝・金） 中体連 中学生大会　朝は8時まで　　予備日2日目 ９（1-9）  (予備日の解消はなく中体連が使用）  協会金曜教室休み

7月25日 (日） 協会 松戸市 Doubles #3 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト　

7月28日 （水） 協会 教育長杯小・中学生テニス大会＃1 9（1-9）

7月30日 （金） 協会 教育長杯小・中学生テニス大会＃2 9（1-9） （9）金曜教室休み（大会参加者数により開催の場合あり）

7月31日 (土） 協会 教育長杯小・中学生テニス大会＃3 9（1-9） （8・9）協会土曜教室休み　

8月1日 （日） KTC KTC・納涼親睦大会 7（3-9） （1・2）9時～17時・KSTC　　(10-11)9時～１１時少年団ソフト

8月8日 (日） 協会 松戸市 Doubles #4 9（1-9） 大会終了の場合通常利用　（10・11）９時～１１時少年団ソフト　

8月9日 (祝・月） KTC KTC・ジュニア　サマー　スクール 6（4-9) （1-3）9時～17時KSTC、協会月曜教室あり

8月15日 (日） KTC KTC・ダブルス選手権大会 6（4-9) （1-3）9時～17時ＫＳＴＣ、（10・11）９時～１１時少年団ソフト

8月22日 (日） 協会 松戸市 Doubles 予備日 9（1-9） 大会終了の場合通常利用　（10・11）９時～１１時少年団ソフト　

8月24日 (火) 連盟 近県中学　オープン（ｿﾌﾄ） 11 火曜、シニア教室休み

8月25日 (水) 連盟 近県中学　オープン（ｿﾌﾄ） 11

8月26日 (木) 高体連 市内高校新人戦（硬式テニス） 9（1-9） 協会木曜Jr教室あり

8月27日 (金) 高体連 市内高校新人戦（硬式テニス） 9（1-9） 協会金曜教室休み

8月29日 （日) KTC KTC・ダブルス選手権大会予備日 6（4-9) （1-3）9時～17時ＫＳＴＣ、（10・11）９時～１１時少年団ソフト

9月3日 （金） 家庭婦人 家庭婦人 クラス別大会 ♯1 9（1-9） 協会金曜教室休み

9月5日 (日) 連盟 関東選抜レディース大会　朝は８時まで 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

9月8日 （水） 家庭婦人 家庭婦人 クラス別大会 ♯2 9（1-9） 

9月12日 （日) 協会 千葉県テニスの日 9（1-9） （10・11）９時～１１時少年団ソフト

9月19日 (日） 協会 KTC,早朝Mﾘｰｸﾞ開幕戦　＃1 9（1-9） （7-9）9～17時・早朝TC　（4-9）9～17時・KTC　（10・11）９時～11時少年団ソフト

9月20日 (祝・月） シルバ連 ゴールデンテニス大会（シルバー連盟） 9（1-9） 協会月曜教室休み

9月23日 (祝・木） 連盟 秋季クラブ対抗　朝は８時まで 11 協会Jr教室休み

9月24日 （金） 連盟 第11地区千葉県予選（ソフト） 5（1-5） （9）14～17時　協会金曜教室あり

9月25日 （土） 2(10・11） （10・11）9～11時少年団ソフト（10/3振替）

9月26日 （日） KTC KTC,早朝Mﾘｰｸﾞ開幕戦　＃2 7(3-9)

9月28日 （火） 連盟 第11地区千葉県予選（ソフト）　予備日 5（1-5） 9/24終了の場合通常通りの使用（9）協会火曜、シニア教室開催

9月29日 （水） 家庭婦人 家庭婦人大会共通予備日 9（1-9）

年月日

（1・2）９時～17時・KSTC（3-7）9時～17時・ＫＴＣ　（8・9）9時～17時・早朝クラブ 　(10・11)９時～１１時少年団ソフト



NO３

曜日 主催 行　事　名　　　　 コート  　 摘    要

10月2日 (土） 中体連 中学新人戦 朝は８時まで 11 協会土曜教室休み　

10月3日 (日） 中体連 中学新人戦 朝は８時まで 11 少年団ソフトなし

10月9日 (土） 中体連 中学新人戦 朝は８時まで　　予備日 11 協会土曜教室無し（10/2・3終了の場合有り）

10月10日 (日） KTC KTC・シングルス選手権　＃1 6（4-9） (1-3）９～１7時・KSTC (10・11)９時～１１時少年団ソフト 

10月13日 (水） シニア連 シニアテニス連盟松戸支部大会 9（1-9）

10月16日 (土） 高体連 千葉高校新人体育大会 9（1-9）

10月17日 (日） KTC KTC・シングルス選手権　＃２、　秋の小学生お楽しみ会 9（1-9） （1-3）9～17時・KSTC、（4-9）9時～17時・ＫＴＣ、（10・11）９時～１１時少年団ソフト

10月24日 (日） KSTC KSTCクラブ大会 6(1-6)

10月31日 (日） 協会 体育祭 (混合D)　＃１　 9（1-9） （10・11）９時～１１時少年団ソフト≪代替金ケ作ＫＳＴＣ使用（1）10時～17時（2）10時～13時≫

11月1日 （月） 連盟 ママさん大会（ソフト） 9（1-9） 協会月曜教室休み

11月3日 (祝・水） 連盟 秋季大会(体育祭 ) ＃１朝は８時まで 11  ≪代替金ケ作　ＫＴＣ使用（2）９時～13時 （3）9時～16時≫

11月7日 (日） 協会 体育祭 (混合D)　＃２ 9（1-9）

11月14日 (日） KTC KTCシングル選手権・予備日 6（4-9)

11月21日 (日） （10・11）9～11時少年団ソフト

11月23日 (祝・火） 協会 体育祭 (混合D)　＃３　 9（1-9） 協会火、シニア教室休み　　

11月27日 （土） 連盟 中学1年生大会 　朝は８時まで 9（1-9） 協会土曜教室休み　　（10・11）９時～１１時少年団ソフト

11月28日 (日） 連盟 関東成年大会　朝は８時まで 11 +金ｹ作4面使用(ソフト)　＜休み・・・少年団ソフト＞　朝は８時まで　協会金ヶ作教室休み

12月4日 （土） 連盟 中学1年生大会 予備日　 朝は８時まで 9（1-9） 協会土曜教室休み　11/27大会終了の場合教室開催

12月5日 （日） 連盟 関東選抜レディース大会　予備日 朝は８時まで 9（1-9） （10・11）9～11時少年団ソフト

12月9日 （木） 連盟 松戸近隣シニア大会 9（1-9)

12月12日 (日） 連盟 関東成年・体育祭　共通予備日 朝は８時まで 11 +金ｹ作4面使用(ソフト)、＜休み・・・少年団ソフト＞(予備日が解消された場合は通常利用）

＊成年予備日を使用無しの場合、連盟体育祭の予備として11面使用　朝は８時まで　代替金ケ作１面　KTC

12月19日 （日） 協会 体育祭（混合D）　予備日 9（1-9） 体育祭（混合D）終了の場合通常利用　(10・11)９時～１１時少年団ソフト

12月26日 （日） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

12月28日 （火） （9）協会火、シニア教室あり（9時～16時）　　

12月29日 （水） 休館日 休館

12月30日 （木） 休館日 休館

12月31日 （金） 休館日 休館

（1-6）9時～17時・KSTC　(7-9)9時～17時・KTC（10.11）9時～11時少年団ソフト

(1-3)9時～17時・ＫSＴＣ、（4-9）9～17時・KTC　　終了の場合通常利用　（10・11）９時～１１時少年団ソフト

年月日



NO４

曜日 主催 行　事　名　　　　 コート  　 摘    要

2022年 1月1日 （祝・土） 休館日 休館

1月2日 （日） 休館日 休館

1月3日 （祝・月） 休館日 休館

1月4日 (火) 休館日 休館

1月8日 (土） 連盟 中学選抜大会　　　　 9（1-9） 協会土曜教室休み　　

1月9日 (日) KTC KTC初打ち大会 6(4-9)

1月10日 （祝・月） KSTC KSTC初打ち大会 6（1-6）

1月15日 (土） 連盟 中学選抜大会　　予備日　　 9（1-9） 協会土曜教室休み　1/8終了の場合開催

1月23日 (日） 連盟 中高体連講習会（ｿﾌﾄ） 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

2月5日 (土） 連盟 小学生ふれあい大会 ・　7時開始 11 協会土曜教室休み  代替金ケ作１面　KTC　早朝の硬式・軟式の練習は全て休み

2月6日 (日） (10・11)９時～１１時少年団ソフト

2月13日 (日） (10・11)９時～１１時少年団ソフト　

2月20日 (日） 高体連 市内高校２年生大会（硬式） 9（1-9） (10・11)９時～１１時少年団ソフト　

2月27日 (日） KTC KTCｸﾗｽ 別シングルス大会 ＃1 6（4-9) （4-9）9時～17時・KTC　（1-3）9時～17時・KSTC　（10・11）９時～11時少年団ソフト

3月3日 （木） 連盟 松戸近隣レディース大会　朝は8時まで 9（1-9） （10・11）協会Jr教室あり

3月4日 （金） 家庭婦人 家庭婦人MUROYA CUP　 9（1-9) （9）協会金曜教室休み

3月5日 (土） 連盟 ねんりんぴっく予選　 9（1-9） 協会土曜教室休み　

3月6日 (日） KTC KTCｸﾗｽ 別シングルス大会 ＃2、　春の小学生お楽しみ会 6（4-9) （4-9）9時～17時・KTC　（1-3）9時～17時・KSTC　（10・11）９時～11時少年団ソフト

3月10日 （木） 連盟 松戸近隣レディース大会　予備日　朝は8時まで 9（1-9） （10・11）協会Jr教室あり

3月11日 （金） 家庭婦人 家庭婦人MUROYA CUP　予備日 9（1-9) （9）協会金曜教室休み　3/4終了の場合開催

3月12日 (土） 連盟 ねんりんぴっく予選　予備日 9（1-9） 協会土曜教室休み　3/5終了の場合教室開催

3月13日 (日） KTC KTCテニスクリニック 5（5-9) （1-4）９時～17時ＫＳＴＣ　（10・11）9時～11時少年団ソフト

3月20日 （日） 連盟 中学・高校選抜大会（ｿﾌﾄ） 9（1-9）

3月21日 (祝・月） KTC KTCｸﾗｽ 別シングルス大会 予備日 6（4-9)

3月27日 (日) ＫＴＣ ＫＴＣクラス別ダブルス大会 7(3-9)

1）ＫＳＴＣ、ＫＴＣの初打ち会は成人の日と前日の日曜日で１年ごと交互とする

2）６月～８月は18時まで使用可能

（4-9）9時～17時・KTC（8・9）9時～12時協月曜教室　（1-3）9時～17時・KSTC　2/27・3/6で終了の場合通常使用

（3-9）9～13時（3-7）13～17時・KTC、(1・2)9～17時（3・4）13～17時・KSTC、(10・11)9時～11時少年団ソフト

年月日

（1-3）９時～１６時KSTC　（4-9）９時～１６時・KTC　（１０・１１）９時～１１時）少年団ソフト

（1-6）9～16時・KSTC （8・9）12時～16時・KTC（7・9）９時～12時協会月曜教室有り

(10・11)９時～１１時少年団ソフト　


