
  

２０１９年度 各大会実施要項 共通事項 

（１）参加資格  参加者は、日本ソフトテニス連盟（以下、日本連盟という）に会員登録している者

で、かつ公認審判員制度の有資格者であること。また、会員登録している団体は 

           本連盟を構成する支部（市町村協会等）に登録しているものとする。 

           一般男女は本県在住の大学生・ふるさと選手を含む。 

          ※東奥日報杯・ソフトテニス週間交流大会は別途定める。 

（２）年齢基準  ２０１９年４月１日現在を基準とする。（ソフトテニス週間交流大会を除く） 

（３）競技方法  イ．リーグ戦およびトーナメント方式 

ロ．日本ソフトテニス連盟ハンドブックにより７回ゲームとする。 

（４）参加組数と組合せ  参加組数は制限なし。組合せは３ペア以上で成立し、２ペア以下の申

込みは、下位種別に自動的にエントリー変更し組合せを作成する。 

（５）申込先   青森県ソフトテニス連盟 理事長 宛   （ＦＡＸ０１７－７３５－４０９０） 

          Email:t-shimpo@beige.plala.or.jp 

(６)その他  ◎参加選手は、県連作成のゼッケンを着用すること（毎年度更新）また、ゼッケンに 

は、会員登録をした所属団体名を記載すること。 

◎ウエア、シューズ等は、日本連盟ユニフォーム等着用基準による。 

         ◎選手変更の場合は、受付終了までに選手変更届を提出し、許可を受けること 

         ◎審判員カードとワッペン、イエローカードを必ず携行すること。 

◎大会に係る映像等の広報活用と一切の権利は本連盟に帰属することを承諾し 

 たうえで参加申込みすること。 

（７）例外事項 

 ① ソフトテニス週間交流大会については、公認審判員制度の資格は問わないものとする。 

また、会員登録を未登録の者の参加を認める。（参加料を新たに設定する） 

 ② ソフトテニス週間交流大会のみの参加者については、ゼッケン着用は必要なしとするが、他

の県連主催大会へ出場する者については、県連作成のゼッケン着用すること。 

 

 

② 第５８回八戸市長杯争奪県下ソフトテニス選手権大会要項 

（１）期日      ２０１９年５月５日（日）午前９時２５分 開会式 受付８時４５分～ 

（２）会場      八戸市東運動公園テニスコート（８面） 

（３）種別      一般男子・一般女子 

           成年男子・成年女子 （３５歳以上）４月１日現在で満３５歳以上の者  

           シニア男子４５・シニア女子４５         〃     満４５歳以上の者 

           シニア男子５５・シニア女子５５         〃     満５５歳以上の者 

           シニア男子６０・シニア女子６０         〃     満６０歳以上の者 

           シニア男子６５・シニア女子６５         〃     満６５歳以上の者 

シニア男子７０・シニア女子７０         〃     満７０歳以上の者 

シニア男子７５・シニア女子７５         〃     満７５歳以上の者 

（４）使用球    日本連盟公認球 



  

（５）参加料    １組 ３，０００円（大会受付時に納入のこと） 

（６）申込期限  ２０１９年４月２５日（木）必着 

(７)申込書   大会参加申込書（様式４②）に所定の内容を記載のこと。 

 

③ 県下ソフトテニス選手権黒石大会要項 

（１）期日      ２０１９年５月１２日（日）午前９時２５分 開会式 受付８時４５分～ 

（２）会場      黒石運動公園テニスコート（１０面 うち６面砂入り人口芝） 

（３）種別      一般男子・一般女子 

           成年男子・成年女子 （３５歳以上）４月１日現在で満３５歳以上の者  

           シニア男子４５・シニア女子４５      〃     満４５歳以上の者 

           シニア男子５５・シニア女子５５      〃     満５５歳以上の者 

           シニア男子６０・シニア女子６０      〃     満６０歳以上の者 

           シニア男子６５・シニア女子６５      〃     満６５歳以上の者 

シニア男子７０・シニア女子７０       〃     満７０歳以上の者 

シニア男子７５・シニア女子７５       〃     満７５歳以上の者 

（４）使用球    日本連盟公認球 

（５）参加料    １組 ３，０００円（受付時に納入のこと） 

（６）申込期限  ２０１９年５月２日（木）必着 

(７)申込書   大会参加申込書（様式４②）に所定の内容を記載のこと 

 

④ 県下ソフトテニス選手権大会要項 

（１）期日      ２０１９年６月２３日（日）午前９時２５分 開会式 受付８時４５分～ 

（２）会場      新青森県総合運動公園テニスコート（１０面） 

（３）種別      一般男子・一般女子 

           成年男子・成年女子 （３５歳以上）４月１日現在で満３５歳以上の者  

           シニア男子４５・シニア女子４５      〃     満４５歳以上の者 

           シニア男子５５・シニア女子５５      〃     満５５歳以上の者 

           シニア男子６０・シニア女子６０      〃     満６０歳以上の者 

           シニア男子６５・シニア女子６５      〃     満６５歳以上の者 

シニア男子７０・シニア女子７０       〃     満７０歳以上の者 

シニア男子７５・シニア女子７５       〃     満７５歳以上の者 

（４）使用球   日本連盟公認球 

（５）参加料    １組 ３，０００円（受付時に納入のこと） 

（６）申込期限  ２０１９年６月１３日（木）必着 

(７)申込書   大会参加申込書（様式４②）に所定の内容を記載のこと 

 

⑤ 第６９回東奥日報杯争奪県下ソフトテニス総合選手権大会兼第７４回全日本ソフトテ

ニス選手権大会選考会要項 

（１）期日     ２０１９年８月１１日（日）午前９時２５分 開会式 受付８時３０分～ 

（２）会場     新青森県総合運動公園テニスコート（２０面） 

（３）種別      一般男子・一般女子 



  

           成年男子・成年女子（３５歳以上）４月１日現在で満３５歳以上の者  

           シニア男子４５・シニア女子４５     〃     満４５歳以上の者 

           シニア男子５５・シニア女子５５     〃     満５５歳以上の者 

           シニア男子６０・シニア女子６０     〃     満６０歳以上の者 

           シニア男子６５・シニア女子６５     〃     満６５歳以上の者 

シニア男子７０・シニア女子７０      〃     満７０歳以上の者 

シニア男子７５・シニア女子７５      〃     満７５歳以上の者 

（４）競技方法  イ．リーグ戦およびトーナメント方式 

           ロ．日本ソフトテニス連盟ハンドブックにより７回ゲームとする。 

（５）参加資格  参加者は、日本ソフトテニス連盟に会員登録している者で、かつ公認審判員制 

度の有資格者であること。 

一般男女には、小学生・中学生・高校生のペアの出場を認める。ただし小学生・ 

中学生はジュニア審判、高校生は公認審判員制度の有資格者であることが望ま

しい。 

（６）使用球   日本連盟公認球 

（７）参加組数  制限なし 

（８）参加料    １組 ３，０００円（受付時に納入のこと） 

ただし、小学生・中学生・高校性については、１組２，０００円とする。 

（９）申込期限  ２０１９年７月２９日（月）必着 

(10)申込書   大会参加申込書（様式４②）に所定の内容を記載のこと 

(11)選考会   第 74 回全日本選手権大会に出場する３ペアを選考する。ただし、学連登録者に

ついては除く。選考は、本大会出場者でかつペアで参加できる者を優先する。場

合によっては、決定戦を行う場合がある。 

 

⑥ 第１５回ソフトテニス週間交流大会／ 

青森県ミックスダブルスソフトテニス大会 要項 

（１）期日     ２０１９年１０月１４日（月・祝）午前９時２５分 開会式 受付８時４５分～ 

（２）会場     新青森県総合運動公園テニスコート（１７面） 

（３）種別     一般Ａ（４４歳以下の男女） 

           一般Ｂ（コンソレーション：敗者復活による） 

           シニアＡ（４５歳以上の男女） 

           シニアＢ（５５歳以上の男女） 

              シニアＣ（６０歳以上の男女） 

※ 年齢は、大会前日を基準とする。 

（４）競技方法  イ．リーグ戦およびトーナメント方式 

           ロ．日本ソフトテニス連盟ハンドブックによる。 

※ 種別に該当しないペア編成の場合は、上のクラスへの申込とする。 

 例１）２５歳男子と４６歳女子は「一般Ａ」とする。 

 例２）７０歳男子と５４歳女子は「シニアＡ」とする。 

（５）参加資格  参加者は、原則として、日本ソフトテニス連盟に会員登録している者とする。 

          ただし、会員登録していない者の参加も認める。 ペア申込みを原則とする。 



  

（６）使用球   日本連盟公認球 

（７）参加組数  制限なし 

（８）参加料   会員登録者 １人１，５００円（受付時に納入のこと） 

          会員登録・未登録者 １人２，０００円（受付時に納入のこと） 

(９)申込期限  ２０１９年９月３０日（月）必着 

(10)その他   ◎参加組数が規定数に満たない場合の取扱は、大会本部に一任のこと。 

           

⑦ 県下インドアソフトテニス選手権大会 

    兼第５５回東北インドアソフトテニス大会予選会要項 

（１）期日    ２０２０年１月１８日（土） 午前９時２５分 開会式 （一般・成年を除く全種別） 

          ２０２０年１月１９日（日） 午前９時２５分 開会式 （一般男女・成年男女） 

          受付は、８時４５分～ 

（２）会場     スポカル・イン黒石 

（３）種別      一般男子・一般女子 

           成年男子・成年女子（３５歳以上）４月１日現在で満３５歳以上の者  

           シニア男子４５・シニア女子４５     〃     満４５歳以上の者 

           シニア男子５５・シニア女子５５     〃     満５５歳以上の者 

シニア女子６０                〃     満６０歳以上の者 

シニア男子６５                〃     満６５歳以上の者 

（４）競技方法  イ．リーグ戦およびトーナメント方式 

           ロ．日本ソフトテニス連盟ハンドブックにより７回ゲームとする。 

ハ．東北インドア大会出場推薦順位決定戦を別途行なう。 

（５）使用球   日本連盟公認球 

（６）参加料    １組 ４，０００円（受付時に納入のこと） 

（７）申込期限  ２０２０年１月８日（水）必着 

(８)申込書   大会参加申込書(様式４③)に、東北インドア大会の出場権を得た場合参加する 

かどうかを記載のうえ申し込むこと。 

   

⑨ 第６４回全日本実業団ソフトテニス選手権青森県予選会要項  

（１）期日       ２０１９年５月１１日（土）午前１０時 開会式 受付９時～ 

（２）会場       黒石運動公園テニスコート 

（３）種別       男子・女子（３組の団体戦） 

（４）参加資格  （１）会社、銀行、官公庁等のチームであり、会員登録者は参加チームで会員登 

録をしていること（ただし選手を兼ねない監督はこの限りではない） 

（２）公認審判員制度の有資格者であること。（ただし、選手を兼ねない部長は 

この限りではない。） 

（３）チームの編成単位は、本県に登録した１所属団体単位を原則とする。ただ 

し、出資が５０％以上の関連団体（子会社・外郭団体等）は出資団体の同一 

所属団体として認める。 

          （４）選手登録者は所属団体に常時勤務する者とする。（ただし選手を兼ねない監 

督はこの限りではない。） 



  

 （５）年度内に所属団体を移動した時は、当該年度は出場できない。 

（５）参加料      １チーム   １５，０００円（受付時に納入のこと） 

（６）チーム編成  （１）男子、女子ともに年齢制限はしない。 

（２）１所属団体からＡ・Ｂ２チームまでの出場は認めるが、Ａ・Ｂ間における選

手の交代は認めない。（Ａ・Ｂチームの監督兼任は認めない） 

（３）部長１名、監督１名、選手４名以上８名以内で１チームを編成することとす 

る。部長・監督は選手登録すれば選手を兼ねることができる。 

（４）部長の変更は認めない。 

（７）試合方法   （１）３ペアによる点取り対抗戦とする。 

（２）対戦の都度オーダーを代えてもよい。 

（３）トーナメント戦またはリーグ戦方式とする。 

（４）対戦の審判は、相互審判により行う。 

（８）使用球     日本連盟公認球 

（９）申込期限    ２０１９年５月１日（水）必着 

(10)申込書     大会参加申込書（様式２：実業団用）に所定の内容を記載のこと 

（11）申込先     青森県ソフトテニス連盟 理事長 宛 

（12）勝者      今大会の上位３チームに下記大会への出場権を与える。 

            ・ 第６４回全日本実業団選手権大会 

              ２０１９年７月２６日（金）～２９日（日）鹿児島市で行われる大会へ、３チー 

ム推薦 

            ・ 第３３回日本実業団リーグ東北予選会 

              ２０１９年６月２３日（日）に山形市で行われる大会に３チーム推薦 

(13)参加条件   チーム全員が背中に日連指定のゼッケンを着用し、四隅必ずを止めること。 

           会員登録証、公認審判ワッペン、イエローカードを携行すること。 

            選手変更する場合、必ず県連盟会長印のある変更届を提出すること。 

 

⑩ 第７４回国民体育大会ソフトテニス競技 青森県選考会実施要項  

（１）期日    ２０１９年７月６日（土）～７日（日） 受付８時３０分～ 開始式９時２０分（予定） 

（２）会場    八戸市東運動公園テニスコート（砂入り人口芝１０面） 

（３）種別     成年（男・女）の２種別とする。参加ペア数は制限しない。 

（４）選考方法  ①ダブルスマッチ（ペアを固定せず）、⑥シングルスマッチ、③フィジカルテスト 

          ①～③及び競技者育成プログラムを基本理念とした総合的な選手評価により、 

国体チームスタッフが男女各６名を推薦し、理事長による承認を経て県代表とす 

る。（※１ 県連盟推薦選手を含む） 選考結果は後日、県連盟ホームページで公 

表する。 

※県連盟推薦選手とは、日本代表及び全日本アンダー所属選手、学連主催大 

会（インカレ・東西インカレ）及び日本連盟、東西連盟主催大会（東日本・西日本・ 

全日本シングルス・全日本社会人・全日本選手権）等において上位進出した者 

（５）参加資格   総則に定められたものの外、下記による。 

   ① 参加する選手は、日本体育協会の定める「アマチュアスポーツのあり方」及び（公財）日 



  

    本体育協会加盟団体が定める「アマチュア規定」を遵守すること。 

   ② 参加者は日本ソフトテニス連盟に会員登録している者で、かつ公認審判員制度の有資格 

   者であること。 

  ③ 第７２回または第７３回国民体育大会（予選会を含む）において選手及び監督として青森 

   県以外の県から参加したものは出場できない。 

    但し、新卒者並びに結婚、離婚により居住地を示す現住所及び勤務地を変更したものは 

    この限りではない。 

  ④ 成年（一般）は平成１３年４月１日までに生まれたもの。 

  ⑤ 成年に出場する選手の所属は居住地を示す現住所、勤務地又はふるさと選手制度による

「ふるさと」のいずれかとする。 

⑥ 選手は本県に平成３１年４月３０日以前から引き続き居住、勤務または通学している者と

する。但し、上記⑤に該当する者は、この限りではない。 

⑦ 個人（１名）申込みとする。 

⑧ 選手選考及び代表決定後の国体チーム方針について、県連盟国体チームスタッフに一任

了解のうえ、申し込むこと。 

（６）競技規則  日本ソフトテニス連盟ハンドブックによる。 

（７）使用球    日本連盟公認球 

（８）参加料    １名 ２，０００円（受付時に納入のこと） 

（９）申込期限  ２０１９年６月２６日（水）必着 

(10)申込書    

① 参加申込みは、個人申込みとする。大会参加申込書（様式３⑤）を提出すること 

② 「ふるさと選手」については、別紙様式「ふるさと登録届」を提出すること 

      新規登録⇒１Ａ  継続⇒１Ｂ 

③ 全日本レベルの大会成績を有する者は、＜別紙＞戦績報告書）に所定の内容を記載の 

うえ、参加申込書と一緒に提出すること。 

（11）その他 

  ① 服装は連盟公認のものとし、食事・宿泊は各自手配のこと。 

    ② 何らかの理由により、選考会が行われなかった場合は、国体チームスタッフ推薦選手 

を、理事長の承認を経て青森県代表とする 

 

 

＜２０１９年度例外事項＞ 

 

「西日本学生選手権に出場するため、国体１次選考会に出場できない選手の救済措置」 

  

２０１９年度は、平成３０年度につづき、本県の選考会と、西日本学生と期日が同じとなった。そ

のため、本県の国体選考会に出場を希望している選手が、出場機会を失ったことについて、平成

３０年度につづき、下記により例外措置を講ずる。 

 

記 

 



  

１．８月１１日に行われる東奥日報杯に出場し２位以内に入ること、その後行われる強化合宿に参 

  加できる者であること。 

２．ペアの制約はない。 

３．上記の救済措置を利用しようとする選手は、７月６～７日の選考会申込締め切りまでに、大 

 会参加申込様式３－⑤に、次の文言を記載し意思表示すること。 

 

「〇〇〇〇（フルネーム）／（所属大学名・学年を明記する）は、国体選考会に参加希望ですが、西

日本学生に出場するため選考会に出場できません。８月１１日の東奥日報杯に出場します。東奥

日報杯への参加申込は７月２９日までに行います。」 

 

４．その他 

① 意思表示なく、東奥日報杯に出場し、結果２位以内に入っても救済措置は適用しない。 

  ② 県外学生は「ふるさと登録」が前提となるので、併せて手続きを行うこと。 

  ③ 例外規定をうける西日本学生とペアになり、東奥日報杯に出場し、結果２位以内に入った 

場合でも、例外規定で救済を受けるのは、あくまでも西日本の学生のみとなる。 

 


