


平成２８年度　　大会等行事予定表
長野県ソフトテニス連盟　　H28.3.16現在

　月　日 曜 県大会 会場 締切日 北信越大会 会　場 全国大会 会場
4月9日 土 9～10小学生指導者講習会(指導者） 美須々・浅間

17日 日 全日本実業団県予選 南部屋内 4月7日

23日 土 少年国体一次選考会4/24 伊那 4月13日

29日 祭 県飯田大会4/30 飯田 4月19日

5月1日 日 北信越小学生県予選 松本浅間 4月17日

3日 祭 3～5国体強化合宿 松本波田

7日 土 レディース県予選 松本浅間 4月21日

8日 日 国体一次選考会（一般） 松本浅間 4月30日

14日 土 小学生選手権県予選5/21 塩尻中央 5月2日 14～15全日本シングルス選手権 明日香村

28日 土 クラブ実業団（一般）5/29 松本浅間他 22北信越選手権大会 七尾市

6月1日 水 クラブ実業団(シニア・ママ）6/15 松本・塩尻

4日 土 県岡谷大会6/5 岡谷 5月25日

4日 土 4～5県高校総体　 松本浅間

18日 土 長野県ジュニア選手権 松本浅間 6月5日 12日連評議員会 東京

18日 土 スポーツマスターズ予選6/26 塩尻中央 6月8日 18～19北信越高校選手権 高岡市

18日 土 国体二次選考会（一般） 松本浅間 6月8日 19北信越小学生選手権大会 上越市

18日 土 ねんりん県予選6/26 塩尻中央 6月8日 25～26北信越小学生クラブ対抗高岡市

25日 土 26北信越実業団リーグ 富山県 23～26ハイスクールジャパンカップ 札幌市

7月2日 土 国体二次選考会（少年）7/9 松本浅間 6月21日

2日 土 第10回シニアレディース県予選 美須々屋内 6月18日

2日 土 国体最終選考会7/9 松本浅間

3日 日 県総合選手権大会7/18 松本浅間 6月17日

9日 土 9～10ＩＨ・国体強化研修大会 松本波田 6月14日 16～17東日本小学生選抜 仙台市

16日 土 16～17中学県大会7/18 松本浅間 16～17東日本選手権大会 新潟市他

23日 土 23～24競技者育成ステップ-2 東和田 29～31全日本実業団 愛媛県

30日 土 30～31中学北信越強化合宿 東和田 28～31全日本小学生 天童市

31日 日 第70回県大町大会8/7 大町運動公園 7月20日 28～31全日本高校（女子） 備前市

8月6日 土 中日杯 松本浅間他 7月25日 1～4全日本高校選手権(男子） 備前市

7日 日 7～9やまびこカップ(女子） 松本浅間他 4～5北信越中学選手権大会 高岡市 5～7全日本レディース(個人） 札幌市他

10日 水 10～12やまびこカップ（男子） 松本浅間他 4～11全日本学生選手権 北九州市他

13日 土 13～15　国体強化合宿 松本浅間他

14日 日 県小諸大会 小諸 8月4日

20日 土 県伊那大会8/21 伊那 8月10日 20～21第37回北信越国体 松本市 22～24全国中学校大会 能登町

27日 土 第64回信越大会少年8/28 南長野 8月17日 26～28競技者育成プログラム 小松市 26～28全日本レディース決勝大会 仙台市

28日 日 甲信大会9/4 下諏訪 8月18日

9月3日 土 県高校シングルス大会 松本浅間 3～4全日本社会人選手権大会 神栖市

4日 日 4北信越ブロックレディース 新潟市 6～8全国国・公立大学対抗大会 松本市

10日 土 北信越インドア県予選 松本波田 8月31日 9～11全日本シニア選手権大会 熊本市

10日 土 信州ねんりんピック 大町運動公園

11日 日 第64回信越大会一般 長野

14日 水 県ママさん選手権9/28 松本浅間 9月1日

18日 日 県塩尻大会9/19 塩尻中央 9月8日 17～18全日本ジュニア選手権大会広島市

22日 祭 クラブ実業団（一般） 松本浅間他 24～26日本スポーツマスターズ 大館市

10月1日 土 県ルーセント杯学年別大会10/2 南長野 9月20日 2～5第71回国民体育大会 北上市

5日 水 クラブ実業団(シニア・ママ)10/12 松本他 15～17第29回ねんりんピック 長崎市

15日 土 全国小学生一次予選10/22 塩尻中央 10月3日 21～23第71回全日本選手権 宇部市

16日 日 15～16高校新人大会 南長野 28～30日本実業団リーグ 広島市

29日 土 29～30全日本クラブ選手権 白子町

11月3日 祭 県中学新人12/10 松本浅間 10月22日 31～11/2全日本ｼﾆｱﾚﾃﾞｨｰｽ決勝大会 長浜市

12日 土 県松本大会11/13 松本浅間 11月2日

13日 日 12～13北信越中学インドア一次予選 東和田 11月3日

13日 日 小学生シングルス大会11/23 松本浅間 11月4日

19日 土 小学生クラブ対抗戦 松本浅間 11月5日

20日 日 県シングルス・ミックス選手権 松本浅間 11月8日

23日 祭 指導者講習会 南長野体 19～20北信越中学研修大会 松本市

26日 土 26～27小学生冬季研修大会 美須々屋内 11月10日 25～28ジュニアジャパンカップ 宮崎市

12月3日 土 3～4県高校選抜大会 やまびこ 10～11北信越選抜インドア（一般） 上越市 3～4東日本・日連総会 東京

10日 土 中学選抜インドア大会 南部屋内 11月30日 10～11北信越小学生インドア 小松市 16～18第34回日本リーグ 豊田市

1月7日 土 高校一年生インドア大会 美須々屋内 12月18日

8日 日 中学北信越インドア二次予選 やまびこ 12月19日

9日 祭 全国小学生壮行試合 やまびこ 14～15北信越選抜インドア（高校） 小松市

21日 土 県連盟理事会 松本 28～29北信越中学選抜インドア 上越市 29全日本インドア選手権 大阪市

2月18日 土 県連盟評議員会 松本

19日 日 ゴーセン杯小学生大会 やまびこ 2月5日

3月4日 土 4～5ダンロップカップ 松本浅間 2月7日

18日 土 県高校4地区対抗戦 松本浅間 26～28都道府県対抗全日本中学 伊勢市

25日 土 25～26国体強化 松本浅間 28～30全日本高校選抜大会 名古屋市

29～31全国小学生大会 白子町



以下の大会についての大会要項・申し込み要項および開催要領を示す　　　　

【１】県連事務局が大会要項を決める大会 （表１）

Ｎｏ 　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　会　　　名 備考 ページ

1 　全日本実業団選手権大会県予選会 ○ 4

2 　第71回国体ソフトテニス少年少女長野県第一次選考会 ○ 4

　第23回北信越小学生ソフトテニス選手権大会 兼

　第6回東日本小学生選抜ソフトテニス大会長野県予選会

4 　第71回国体ソフトテニス長野県第一次選考会（成年の部） ○ 5

　第34回小学生ソフトテニス選手権大会 兼 

　第33回全日本小学生ソフトテニス選手権大会長野県予選会

6 　第71回国体ソフトテニス長野県第二次選考会（成年の部） ○ 7

7 　第29回長野県ソフトテニスジュニア選手権大会 7

8 　日本スポーツマスターズ2016 長野県予選会 ○ 8

9 ○ 8

10 　第71回国体ソフトテニス少年少女長野県第二次選考会 ○ 9

11 　第71回国体最終選考会（成年の部） ○ 9

12 　平成28年度長野県ソフトテニス総合選手権大会 ○ 10

13 　第43回北信越選抜インドアソフトテニス大会長野県予選 ○ 12

14 　第41回長野県ママさんソフトテニス選手権大会 12

　第12回長野県ルーセント杯小学生学年別大会 兼

　第18回北信越小学生インドアソフトテニス大会長野県予選会

16 　第16回全国小学生ソフトテニス大会長野県予選会（ダブルス） ○ 13

17 　平成28年度長野県ソフトテニス中学新人大会 ○ 14

18 　第16回全国小学生ソフトテニス大会長野県予選会（シングルス） ○ 14

19 　第3回長野県小学生シングルス研修大会 15

20 　第8回長野県シングルス・ミックス選手権大会 15

21 　平成28年度中学選抜ソフトテニスインドア大会 ○ 16

22 　第36回高校１年生選抜インドア大会 16

23 　第21回ゴーセン杯争奪戦長野県小学生ソフトテニス大会 16

*備考欄の○印は県外上位大会の予選会または予選会を兼ねる大会であることを示す

【２】県連が申込み窓口になる大会 （表２）

Ｎｏ 　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　会　　　名 ページ

1 　第52回北信越ソフトテニス選手権大会 6

2 　第71回東日本ソフトテニス選手権大会 10

3 　第44回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 11

4 　第20回全日本シニアソフトテニス選手権大会 11

3 ○ 5

15 ○ 13

　第29回全国健康福祉祭（ねんりんピック）長野県予選会

5 ○ 6
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【３】主管する各支部が大会要項を決める大会 （表３）

ＮＯ 　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　会　　　名

1 　平成28年長野県ソフトテニス飯田大会

2 　第77回 長野県ソフトテニス岡谷大会

3 　第70回 長野県ソフトテニス大町大会

4 　第49回 長野県ソフトテニス小諸大会

5 　第59回 長野県ソフトテニス伊那大会

6 　第44回 長野県ソフトテニス信越大会

7 　第69回 長野県ソフトテニス甲信大会

8 　第64回 長野県ソフトテニス塩尻大会

9 　平成28年度長野県ソフトテニス松本大会

【４】県連各委員会が大会要項を決める大会 （表４）

ＮＯ 　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　会　　　名 備考

1 　平成28年度 クラブ実業団対抗戦

【５】レディース委員会が申込窓口および主管する大会 （表５）

ＮＯ 　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　会　　　名 備考 ページ

1 　第38回全日本レデｲースソフトテニス大会県予選大会 ○ 17

2 　第38回全日本レデｲースソフトテニス決勝大会 17

3 　第11回全日本シニアレディースソフトテニス大会県予選会 ○ 17

4 　第11回全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会 17

5 　第43回全日本レデｲースソフトテニス個人戦大会 17

6 　第23回北信越ブロックレデｲースソフトテニス大会 17

*備考欄の○印は県外上位大会の予選会であることを示す
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【１】県連事務局が大会要項を決める大会の共通的要項・要領（表１の大会）

　　個別の大会要項に基づくが、そこに記載ない事項は下記「共通要項・要領」を適用する。

1 【開会式・閉会式】 ・開会式には必ず参加すること。また閉会式には入賞者は全員

・大会開始時刻を８時３０分とする 　参加することとし参加しない者は賞状・賞品等の授与はしない。
（浅間会場のみ9時とする。）

2  【開催延期の扱い】 ・大会が天候等で延期の場合は２回までとし、その後は中止を
　原則とする。

3 【参加資格】 ・「長野県在住者であること」また且つ「各支部登録者であること」

・以下の資格を有すること ・会員登録番号等必要事項を明記すること。
 （会員登録、技術等級、公認審判員） 　記入してない者は理由を記載すること。

　また大会当日は会員登録証・審判ワッペン等を持参すること。

4 【選手変更】 ・大会主管者の判断で、ペアの１名に限り変更を認めることができる。

5 【助言・身体上の手当】 ・小・中学生の試合は監督、コーチ等が「コートに入っての」助言
　及び身体上の手当を行うことができる。（主催者が認めた場合）
（競技規則　３８条「禁止事項」が遵守されていない傾向にあるので

　留意のこと）
6 【使用球】 ・大会使用球は県連が支給する。

　主管各支部は必要数量を事前に請求すること。

7 【医療処置】 ・大会中の事故（怪我及び身体的不調）については応急処置
　のみとする。
・障害保険の適用があるので県連事務局に問合せること。

8 【参加料（保険料含む）】 ・大会当日棄権した場合は、参加料を返還しない。
 ・一般　W：3,000円、S：2,000円　 ・大会が天候等で中止になった場合でも、参加料は返還しない。
 ・高校生　W：2,000円、S：1,000円 ・参加料は事前払いを原則とする。納入方法は郵便振込み又は
 ・小・中学生　W：1,400円、S：1,000円 　現金書留とする。（振込み用紙摘要欄に必要事項を記載する）

・会員登録制度の未登録者が含まれる場合の参加料は1.5倍となる
9 【県協力金】　 ・協力金は大会終了後、２週間以内に郵便振込み又は現金書留

 ・一般　W：900円（保険料200円含む） 　でお願いします。
 ・高校　W：800円（保険料200円含む） 　（振込み用紙摘要欄に必要事項を記載する）
 ・一般・高校生
　　　　　S：400円（保険料100円含む）

 ・小･中学生 　W：500円（　〃200 〃 ）

　　　　　S：200円（保険料100円含む）

10 【県外大会保険料】　 ・参加料に添えて申し込むこと
 ・開催日１日　　　　　１００円（１人）

 ・開催日２日以上　　　２００円（１人）

11 【申込期日】 ・期限を厳守すること。
12 【申込方法】 ・各支部ごとにまとめて申し込むこと（個人からの申込は受付けない）

・種別ごとに別々の用紙をつかい、記入順序は実力の序列に
　したがうこと。

・申込みは郵送またはＦＡＸとする。（eメールも可）
13 【その他】 ・年齢は４月１日現在満年齢とする。

・用具は日本ソフトテニス連盟公認用具用品を使用すること。
　（ラケット、ユニホーム等）

【２】主管支部と県連各委員会が大会要項を決める大会について（表３・表４・表５の大会）

　個別の要項で明示する。

　上記【１】の県連事務局が決める「大会要項・要領」に準じて決める。

大　会　要　項

大　会　要　項

実　施　要　領

実　施　要　領
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　１．日　　時 ４月１７日（日）　８時３０分

　２．会　　場 松本市南部屋内運動場

　３．参 加 料 １チーム　　　１０，０００円（保険料を申込人数１人につき100円支払う。）

　４．試合方法 男子・女子共に３ペアによる点取り対抗戦とする。

　５．参加資格 技術等級・公認審判員：保持者。

県連に登録した実業団チームで、同一登録団体で会員登録した者

年度内に登録団体を移動した時は、当該年度は出場できない。

　６．申込期日 ４月７日(木）まで

　７．申込方法 申込は１チーム　監督1名、選手４名以上8名以内とする。

　８．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

　９．そ の 他 上位３チームは７月２９（金）～７月３１（日）愛媛県で開催される全日本実業団

選手権大会の出場資格を得る。

全日本大会出場チームは６月２６日(日)に富山県で開催される北信越実業団

リーグに必ず参加すること。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

伊那市、伊那市教育委員会

　２．協　　賛 (株)ゴーセン

　３．主　　管 伊那ソフトテニス協会

　４．日　　時 ４月２３日（土）　８時３０分　　予備日　４月２４日（日）

　５．会　　場 伊那市営センターテニスコート

　６．種　　別 少年男子、少年女子

　７．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　　総則５に定めるものとする。

中学生は技術等級・会員登録：保持者。（但し審判講習会に参加している者）

平成１０年４月２日から、平成１３年４月１日までの間に生まれた者とする。

尚、平成１３年４月２日から平成１４年４月１日までの間に生まれた中学３年生

を含む。

　８．参加組数 地区（北信、東信、中信、南信）毎に少年、少女各１６ペア

　９．試合方法 トーナメント

１０．参 加 料 １ペア　　　２，０００円（保険料含む）

１１．申込期日 ４月１３日(水)まで

１２．申込方法 申込用紙に強い順に申込むこと。

１３．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１４.連絡場所 伊那ソフトテニス協会理事長　　　唐澤　稔

携帯 ０９０－８３２６－８１０１

１５．そ の 他 本大会上位ペアは、後日行われる最終選考会の出場の参考とする。

全日本実業団選手権大会県予選会

第７１回国体ソフトテニス少年少女長野県第一次選考会
第４５回ゴーセン杯争奪ジャパンカップ代表選考会
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　３．日　　時 ５月１日（日）　９時

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 小学生男子、女子　ダブルス

　６．参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

長野県に在住の小学生に限る

　７．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　８．申込期日 ４月１７日(日）までに

　９．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

１０．そ の 他 男女共上位 ４ペアまでは、７月１６日～１７日に宮城県仙台市で行われる

東日本小学生選抜選手権大会に出場できる。また、男女共上位１６

ペアまでが、６月１９日に新潟県上越市で行われる北信越小学生選手権

に出場できる。

※　今大会優勝者、今大会及び県選手権の両大会のベスト４に入賞し

且つ、中学生と一緒に練習ができる運動能力がある選手をＵ－１４県

予選会に推薦する。なお、成績にかかわらず優秀と認める選手を小体

連から推薦する場合もある。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

松本市、松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 ５月８日（日）　９時

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 成年男子、成年女子

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　総則５に定めるものとする。

ふるさと選手登録した選手。（県外在住の学生）

　７．参 加 料 １ペア　　　３，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 ４月３０日(土)まで

　９．申込方法 各種別毎に強い順に申込むこと。

申込み責任者は各支部長とし、参加料を添えて申込むこと。

１０．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１１.連絡場所 長野県ソフトテニス連盟事務局　　　宮澤　真由美　　　

携帯 ０９０－２３００－７５２８ 

１２．そ の 他 本大会上位ペアは、後日行われる最終選考会の出場の参考とする。

第７１回国体ソフトテニス第一次選考会（成年の部）

第２３回北信越小学生ソフトテニス選手権大会 兼
第６回東日本小学生選抜ソフトテニス大会長野県予選会

-5-



第３４回長野県小学生ソフトテニス選手権大会 兼
第３３回全日本小学生ソフトテニス選手権大会長野県予選会

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会
　２．後　　援 塩尻市教育委員会
　３．主　　管 塩尻ソフトテニスクラブ
　４．日　　時 ５月１４日（土）　８時３０分　　　予備日　５月２１日（土）
　５．会　　場 塩尻市中央スポーツ公園庭球場
　６．種　　別 小学生男子、女子
　７．参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

長野県に在住の小学生に限る
　８．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）
　９．試合方法 リーグ戦及びトーナメント
１０．申込期日 ５月２日(月)まで
１１．申込方法 原則として各クラブ毎に申込むこと。
１２．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　
ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１３.連絡場所 塩尻ソフトテニスクラブ　　清水　英孝 　  　TEL０９０－５４２２－９４３４
１４．そ の 他 男女共上位 ４ペアまでは、７月２８日～７月３１日に山形県天童市で行

われる全日本小学生選手権大会に出場できる。
また、男女共上位 ４ペア（８名）が、ジュニア選手権シングルスの部に
出場できる。
※Ｕ－１４推薦、北信越・東日本予選会と同じ

　１．主　　催 北信越ソフトテニス連盟
　２．主　　管 石川県ソフトテニス連盟
　３．日　　時 ５月２２日（日）　８時３０分　
　４．会　　場 石川県七尾市
　５．種　　別 一般男女、成年男女、

シニア男女４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５
※一般男女の部には学連・高体連・中体連の各２ペア以内の参加ができる。
※年齢は４月１日現在とする。
※申込み数が８ペア未満の場合は、若い種別に組み入れる。

　６．参加資格 公認審判員制度の有資格者であること。
学生は、北信越学生連盟に所属している選手に限る。
高校生・中学生は２ペア出場できる。（高体連・中体連推薦）
他県選手との参加を、長野県より申し込む場合は承諾書（他県支部長）を
添付し申し込むこと。

　７．参 加 料 １ペア　　　３，２００円（保険料含む）
会員登録制度の未登録者が含まれる場合　１ペア　４，７００円（保険料含む）

　８．申込期日 ４月１５日（金）までに参加料を添えて申込むこと。
　９．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　
ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１０．そ の 他 一般男女、優勝者は全日本選手権大会・北信越インドア大会の出場権を得る

第５２回北信越ソフトテニス選手権大会
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

松本市、松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 ６月１８日（土）　９時　

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 成年男子、成年女子

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　　総則５に定めるものとする。

ふるさと選手登録した選手。（県外在住の学生）

　７．参 加 料 １ペア　　　３，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 ６月８日(水)まで

　９．申込方法 各種別毎に強い順に申込むこと。

申込み責任者は各支部長とし、参加料を添えて申込むこと。

１０．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１１.連絡場所 長野県ソフトテニス連盟事務局　　　宮澤　真由美　　　

携帯 ０９０－２３００－７５２８ 

１２．そ の 他 本大会上位ペアは、後日行われる最終選考会の出場の参考とする。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．後　　援 松本市教育委員会

　３．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　４．日　　時 ６月１８日（土）　９時

　５．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　６．種　　別 小学生男子、女子　ダブルス・シングルス

　７．参加資格 長野県在住で日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

シングルス：県小学生選手権の男女ベスト４に入賞した選手（８名）

ダブルス：シングルス出場以外の選手

　８．参 加 料 シングルス：１名　　　１，０００円（保険料含む）

ダブルス：１ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　９．申込期日 ６月５日(日）までに

１０．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

第７１回国体ソフトテニス第二次選考会（成年の部）

第２９回長野県ソフトテニスジュニア選手権大会
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 塩尻ソフトテニスクラブ

　３．日　　時 ６月１８日（土）　８時３０分　　　予備日　６月２６日（日）

　４．会　　場 塩尻市中央スポーツ公園庭球場

　５．種　　別 ３５才以上女子 ３５才以上男子 年齢は４月１日現在

４５才以上女子 ４５才以上男子

３５才以上女子と４５才以上男子の混合 （代表は各種別１ペア）

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　　

本大会に選手として参加することはできない。

　７．参加料 １ペア　３，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 ６月８日（水）まで

　９．申込方法 各支部毎に支部長名で参加料を添えて申込むこと。

１０．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１１.連絡場所 生涯スポーツ担当　　林　啓

TEL　0263-57-2324　　携帯　090-8036-8153

１２．そ の 他 本大会各種別　1位ペアは９月２４日（土）～２６日（月）秋田県大館市

で行われる日本スポーツマスターズ2016大会に長野県代表として出場する。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 塩尻ソフトテニスクラブ

　３．日　　時 ６月１８日(土）　８時３０分　　　予備日　６月２６日（日）

　４．会　　場 塩尻市中央スポーツ公園庭球場

　５．種　　別 ①６０歳以上男子　　②６０歳以上女子

③７０歳以上男子と６０歳以上女子の混合

　６．年齢基準 平成２８年度内に６０歳、７０歳に到達するもの者を含む

　７．参加資格 平成２６年度・２７年度に全国大会へ出場した選手は今年度は参加できない。

　８．参 加 料 1ペア　　３，０００円（保険料含む）

　９．申込期日 ６月８日(水）までに参加料を添えて申し込むこと

１０．申込場所 〒399-0027　松本市寿南1-37-10　　生涯スポーツ担当　　林　啓　宛

℡・fax　0263-57-2324　　携帯　090-8036-8153

１１．そ の 他 本大会各種別　1位ペアは10月1５日（土）～1７日（月）長崎県長崎市

で行われる全国大会（厚生労働省主催）に長野県代表として出場する。

日本スポーツマスターズ201６ 長野県予選会

第７１回国民体育大会ソフトテニス競技会に選手として参加するものは、

第２９回全国健康福祉祭（ねんりんピック）長野県予選会
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

松本市、松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 ７月２日（土）　９時　　予備日　７月９日（日）

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 少年男子、少年女子

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　　総則５に定めるものとする。

中学生は技術等級・会員登録：保持者。（但し審判講習会に参加している者）

平成１０年４月２日から、平成１３年４月１日までの間に生まれた者とする。

尚、平成１３年４月２日から平成１４年４月１日までの間に生まれた中学３年生

を含む。

　７．参加組数 地区（北信、東信、中信、南信）毎に少年、少女各１６ペア

　８．参 加 料 １ペア　　２，０００円（保険料含む）

　９．試合方法 トーナメント

１０．申込期日 ６月２１日(火)まで

１１．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１２.連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯 ０９０－４８１４－７５９９ 

１３．そ の 他 本大会上位ペアは、後日行われる最終選考会の出場の参考とする。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟・松本市・松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 ７月２日（土）　９時　　予備日　７月９日（日）

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．その他

  ６. 連絡場所 長野県ソフトテニス連盟理事長　   堀 内　 昭　　　

　　　　　　ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６　　携帯０９０－２６３０－４７２６ 

第７１回国体ソフトテニス少年少女長野県第二次選考会

第７１回国体最終選考会（成年の部）

選手への連絡は、各種別の監督から行なう。
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

　２．協　　賛 （株）ゴーセン、ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

　３．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　４．日　　時 ７月３日（日）　９時　　予備日　７月１８日（月）

　５．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　６．種　　別 ・ 一般男子・女子　　　　　　・ 成年男子・女子

・ シニア４５・５５・６５・７５　男子、女子　　　　年齢は４月１日現在

※一般男女の種別に少年男女各８ペア以内、中学生男女各４ペア以内を

　連盟推薦選手として一般男女の種別に認める。

※申込み数が８ペア未満の場合は、若い種別に組み入れる。

　７．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。　　

　８．試合方法 トーナメントを原則とし、参加ペア数によりリーグ戦の場合もある。

　９．参 加 料 １ペア　　　３，０００円（保険料含む）

推薦による少年男女、中学男女は　　１ペア２００円（保険料）

１０．申込期日 ６月１７日（金）まで

１１．申込方法 各支部毎に支部長名で参加料を添えて申込むこと。

１２．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１３. 連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯 ０９０－４８１４－７５９９ 

１４．そ の 他 本年度全日本選手権大会の予選を兼ね、一般男女上位２をペア

推薦する。大会要項については直接選手に連絡をする。

　１．日　　時 ７月１６日（土）～１７日（日）　８時３０分

　２．会　　場 新潟県新潟市他

　３．種　　別 ・ 一般男子・女子　　　　　　・ 成年男子・女子

・ シニア４５・５０・５５・６０・６５・７０・７５・８０　男子、女子　　　年齢は４月１日現在

※申込み数が７ペア未満の場合は、若い種別に組み入れる。

　４．参加資格 公認審判員の資格を有すること。

一般男女の部については、技術等級制度２級以上であること。

高校生は４ペア出場できる。（北信越ブロック開催）

他県選手との参加を、長野県より申し込む場合は承諾書（他県支部長）を

添付し申し込むこと。

　５．参 加 料 １ペア　　　４，４００円（保険料含む）

会員登録制度の未登録者が含まれる場合　１ペア　６，４００円

　６．申込期日 ５月１３日（金）まで

　７．申込方法 各支部毎に支部長名で参加料を添えて申込むこと。

　８．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

　９．そ の 他 問い合わせは県連事務局まで。

第７１回東日本ソフトテニス選手権大会

平成２８年度長野県ソフトテニス総合選手権大会
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　１．日　　時 ９月３日（土）～４日（日）　予備日９月５日　

　２．会　　場 茨城県神栖市

　３．種　　別 一般男子・一般女子：年齢制限なし

成年男子・成年女子：35歳以上（４月１日現在）

　４．参加資格 ア）各都道府県連盟に所属している者。

　　但し、学連登録者、高校生は参加できない。

イ）他県選手との参加を、長野県より申し込む場合は他県支部の承諾

　　を得て申し込むこと。

ウ）外国選手の出場は認める。

エ）一般男女については、技術等級２級以上、公認審判制度有資格者。

　　成年男女については、公認審判員制度の資格者であること。

　５．参 加 料 １ペア　　　４，４００円（保険料含む）

会員登録制度の未登録者が含まれる場合　１ペア　６，４００円

　６．申込期日 ７月１日（金）までに参加料を添えて申込むこと。

　７．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

　１．日　　時 ９月９日（金）～１１日（日）　予備日９月１２日　

　２．会　　場 熊本県熊本市

　３．種　　別 ダブルス男子・女子　　　４５・５０・５５・６０・６５・７０・７５・８０歳以上

シニア混合　　　　　　　　４５・５０・５５・６０・６５・７０歳以上

　年齢は４月１日現在

　４．参加資格 ア）他県選手との参加を、長野県より申し込む場合は他県支部より承諾

　　を得て申し込むこと。

イ）審判制度２級以上の有資格者であること。

　５．参 加 料 １ペア　　　４，０００円＋保険料１人２００円

会員登録制度の未登録者が含まれる場合１ペア６，０００円+４００円（保険料）

※ダブルス男子・女子と混合の２種別エントリーする場合は混合の保険料は

　掛からない。

　６．申込期日 ７月２０日（水）までに参加料を添えて申込むこと。

　７．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

第４４回全日本社会人ソフトテニス選手権大会

第２０回全日本シニアソフトテニス選手権大会
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第５回ヨネックスカップ

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、松本市、松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 ９月１０（土）　８時３０分

　４．会　　場 松本市扇子田運動公園テニスコート

　５．種　　別 一般男子、一般女子

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録の有資格者であること。

ふるさと選手登録した選手。（県外在住者）

　７．参 加 料 １ペア　　　３，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 ８月３１日（水）まで

　９．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１０. 連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯０９０－４８１４－７５９９ 

１１．そ の 他 男女共上位４ペアは１２月１０日・１１日新潟県上越市で開催されるヨネックス

カップ 北信越選抜インドア大会に出場できる。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会、信濃毎日新聞社

　２．主　　管 長野県レディース委員会

　３．日　　時 ９月１４日（水）　９時　　　　予備日　９月２８日（水）

　４．会　　場 松本浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 ・６０歳未満、もしくは６０歳以上にエントリーしない者

・６０歳以上

　６．参加資格 既婚者及び３０歳以上の女性

技術等級・公認審判員・会員登録の有資格者。　

　７．参 加 料 １ペア　　　３，０００円（保険料含む）　　

　８．試合方法 ４ペアによる予選リーグ戦を行い、後順位トーナメントを行う。

　９．申込期日 ９月１日（木）まで

１０．申込方法 強い順に申込むこと。

申込み責任者は各支部長とし、参加料を添えて申込むこと。

１１．申込場所 〒390-0２２1　松本市里山辺３０３７－５　　　

１２.連絡場所 長野県レディース委員長　　　宮尾　幸子

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２６３－３５－６２５７ 

１３．その他

第４１回長野県ママさんソフトテニス選手権大会

60歳以上については、長袖及び長ズボンを認めます。

第４３回北信越選抜インドアソフトテニス選手権大会長野県予選
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第１２回長野県ルーセント杯小学生学年別大会 兼

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．後　　援 ㈱ルーセント

　３．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　４．日　　時 １０月１日（土）　８時３０分　　　　予備日　１０月２日（日）

　５．会　　場 南長野運動公園テニスコート

　６．種　　別 小学生　ダブルス

６年男女、５年男女、４年男女、３年以下混合

　７．参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

長野県に在住の小学生に限る

　８．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　９．申込期日 ９月２０日(火）

１０．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

１１．そ の 他 各男女とも６年生の部ベスト８、５年生の部ベスト６、４年生の部ベスト２

に入賞したペアが北信越インドア大会に出場できる。

男女とも６年生の部ベスト８のペアが１１月の研修会に参加できる。

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．後　　援 塩尻市教育委員会

　３．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連　　塩尻ソフトテニスクラブ

　４．日　　時 １０月１５日（土）　８時３０分　　　予備日　１０月２２日（土）

　５．会　　場 塩尻市中央スポーツ公園庭球場

　６．種　　別 ５年男子・女子、４年生以下男子・女子　ダブルス

　７．参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

長野県に在住の小学生に限る

　８．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　９．申込期日 １０月１日(土）まで
１０．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

１１．そ の 他 ５年生、４年生以下の部男女とも上位 ４ペアまでが平成２９年３月２９日

～３月３１日に千葉県白子町で行われる全国小学生大会に出場できる。

各男女とも５年生の部ベスト８、４年生以下ベスト４に入賞したペアが１１月

の研修会に参加できる。

各男女とも５年生の部ベスト８、４年生以下ベスト８に入賞したペアが１月に

行なわれる全国小学生壮行試合のダブルスの部に出場できる。

第１６回全国小学生ソフトテニス大会長野県予選会（ダブルスの部）

第18回北信越小学生インドアソフトテニス大会長野県予選会

-13-



　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．後　　援 長野県中学校体育連盟

　３．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　４．日　　時 １１月３日（祭・木）　９時　　予備日　１２月１０日（土）

　５．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　６．種別及び参加資格

中学１年男子・女子、　中学２年男子・女子

中学２年生の部に１年生も出場できる。但し、予選会からとし、県大会

からの変更はできない。

技術等級・公認審判員・会員登録の有資格者。　

　７．参加組数 各地区予選通過者男女各１６ペア

　８．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　９．申込期日 １０月２２日（木）まで

１0．申込場所 予選会場または予選地区

１1. 連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯 ０９０－４８１４－７５９９ 

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　３．日　　時 １１月１３日（日）　９時　　　　　予備日11月２３日（水）

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 ６年男子・女子　シングルス

　６．参加資格 日本ソフトテニス連盟に登録している小学生

長野県に在住の小学生に限る

　７．参 加 料 １名　　　１，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 １１月４(金）まで

　９．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

１０．そ の 他 ベスト２に入賞した選手が平成２８年３月２９日～３月３１日に千葉県白子町

で行われる全国小学生大会に出場できる。

男女ともベスト８が１月に行なわれる全国小学生壮行試合のシングルスの部

に参加できる。

平成２８年度長野県ソフトテニス中学新人大会

第１6回全国小学生ソフトテニス大会長野県予選会（シングルスの部）
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　３．日　　時 １１月１３日（日）　９時　　　　　予備日11月２３日（水）

　４．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　５．種　　別 ５年生以下男子・女子　シングルス

　６．参加資格 長野県に在住で日本ソフトテニス連盟に登録している小学５年生、

４年生以下は１０月の全国小学生ソフトテニス大会長野県予選会で

ベスト４の者

　７．参 加 料 １名　　　１，０００円（保険料含む）

　８．申込期日 １１月４(金）まで

　９．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会

　２．協　　賛 （株）ゴーセン、（株）ルーセント

　３．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　４．日　　時 １１月２０日（日）　９時

　５．会　　場 松本市浅間温泉庭球公園

　６．種　　別 シングルス男子、女子

ミックス　　　　　合計９０・１１０・１３０・１４５歳以上

　年齢は４月１日現在

　７．参加資格 シングルスについては技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。

ミックスは公認審判員・会員登録：保持者。参加は一人１種目とする。

　８．試合方法 トーナメントを原則とし、参加ペア数によりリーグ戦の場合もある。

　９．参 加 料 シングルス：１名　　　２，０００円（保険料含む）

ミックス：１ペア　　　３，０００円（保険料含む）

１０．申込期日 １１月８日（火）まで

１１．申込方法 各支部毎に支部長名で参加料を添えて申込むこと。

電話申込みは認めない。

１２．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

１３. 連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯 ０９０－４８１４－７５９９ 

第３回長野県小学生シングルス研修大会

平成２８年度長野県シングルス・ミックス選手権大会
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　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、長野県体育協会、長野県中学校体育連盟

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 １２月１０（土）　８時３０分　　

　４．会　　場 松本市南部屋内運動場

　５．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。

技術等級・会員登録：保持者。

各地区１次予選通過者

　６．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　７．申込期日 １１月３０日（水）まで

　８．申込場所 予選会場または予選地区

　９．そ の 他 保護者の同意書を必要とする

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟、松本市、松本市教育委員会

　２．主　　管 松本市ソフトテニス協会

　３．日　　時 平成２９年１月７日（土）　８時３０分　　

　４．会　　場 松本市美須々屋内運動場

　５．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録：保持者。

各地区予選上位４ペア

　６．参 加 料 １ペア　　　２，０００円（保険料含む）

　７．申込期日 １２月１８日（日）まで

　８．申込場所 〒390-0874　松本市大手３-４-１５-７０５　   堀 内　 昭 方　　　

長野県ソフトテニス連盟事務局　　　

ＴＥＬ ０２６３－３６－０４５６      FAX ０２６３－８７－９３７８

　９. 連絡場所 松本市ソフトテニス協会理事長　　　堀金　孝志 

携帯 ０９０－４８１４－７５９９ 

　１．主　　催 長野県ソフトテニス連盟

　２．主　　管 長野県ソフトテニス連盟小体連

　３．日　　時 平成２９年２月１９日（日）　９時

　４．会　　場 信州スカーパーク　やまびこドーム

　５．種　　別 ６年男子・女子、５年生以下男子・女子　ダブルス

　６．参加資格 技術等級・公認審判員・会員登録　：　資格有無は問わない

　７．参 加 料 １ペア　　　１，４００円（保険料含む）

　８．申込期日 平成２８年２月５日（日）まで

　９．申込場所 〒389-0112　軽井沢町中軽井沢13-12　　土屋　和博

　　　　　　　　ＴＥＬ ０２６７－４５－７７５６      FAX ０２６７－４５－８１７５

平成２８年度中学選抜ソフトテニスインドア大会

第２１回ゴーセン杯争奪長野県小学生ソフトテニス大会

第３6回高校１年生選抜インドア大会
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