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日 大    会    名 会     場 日 大    会    名 会     場 日 大    会    名 会     場

２９年 １１～１２ 第２０回アジアカップひろしま国際大会 翔洋・バレー・リョーコー ２６～２８ 第２８回都道府県対抗全日本中学生大会 伊勢市

３ １９ GOSEN杯広島オープンシングルス・シニア大会 翔洋・バレー ２８～３０ 第４２回全日本高校選抜大会 名古屋市

２６ 広島市２級公認審判員講習会 海田 ２９～３１ 第１６回全国小学生大会 千葉県白子町

４ ８～９ 第７０回県知事杯県選手権(８シニア、９一般・成年) 翔洋 ９ 県知事杯県小学生選手権大会（予備日：４／１６） やまみ三原運動公園

３０ 第２８回県シニア総合スポーツ大会 東広島運動公園 １５～１６ 第７０回県知事杯高校春季選手権 男ー竹ケ端　女ーびんご

５ ７ 第３６回ナカ杯近県クラブ対抗 呉市営庭球場・バレーコート １３～１４ 第２１回中国地区小学生選手権 松江市

３ 第６２回全日本実業団県予選 呉総合ＳＣ

１３～１４ 第２４回全日本シングルス選手権 高松市 ３ 第１２回広島県クラブ対抗選手権 呉総合ＳＣ １２ 第３９回全日本レディース県予選 翔洋

６ ねんりんピック県予選 東広島市運動公園

２０～２１ 第４９回中国地区選手権（２０日：シニア、２１日：一般・成年） 鳥取市 ２７～２８ 第７２回国体候補選手選考会 東広島市運動公園 ２５ 第１２回全日本シニアレディース県予選 バレー

２７～２８ 日本スポーツマスターズ県予選　 東広島市運動公園

６ ６ 第１８回ルーセント杯県レディース 東広島運動公園 ３～４ 第７０回県高校総合体育大会(個人） 翔洋・バレー

３ 第３０回中国地区実業団リーグ（予備：６／４） 周南市 １０～１１ 第７０回県高校総合体育大会(団体） びんご運動公園

１７～１８ 中国レディース大会（個人・団体） 周南市

２４～２５ 西日本シニア選手権 鳥取市 ２１～２５ 第４６回ハイスクールジャパンカップ 札幌市

７ １５～１６ 第７１回西日本（一般・成年）選手権 松江市・出雲市 ２ 第５７回県ルーセントカップ大会 翔洋・バレー １４～１６ 第６０回中国地区高校選手権 鳥取市：布勢運動公園

８ Ｓｔｅｐ－２：Ｕ１４・１７・２０選考会 みよし運動公園 １５～１６ 第４６回県中学校選手権 翔洋・バレー

２７～３０ 第３４回全日本小学生選手権 滋賀県長浜市

２２～２５ 全日本高校選手権（男子） 福島県会津若松市

２８～３０ 第６２回全日本実業団選手権（男子：福井市、女子：越前市） 福井市・越前市 ２６～２９ 全日本高校選手権（女子） 福島県会津若松市

８ １～３ 第４４回全日本レディース大会（個人戦） 名古屋市ほか ６ 第７２回全日本選手権県予選会 海田（３面）

１９～２０ 第７２回国体中国ブロック大会 翔洋 ４～１０ 全日本学生選手権大会 七尾市・能登町

２５～２７ 第３９回全日本レディース決勝大会（団体戦） 仙台市 ６ 第５１回藤井杯県大会 東広島運動公園 ６～８ 中国地区中学校選手権 松江

２３～２９ 第２５回日韓中ジュニア交流競技大会 茨城県 １３ 第２９回ヤッサ祭協賛上野杯近県大会 やまみ三原運動公園 １８～２０ 第４８回全国中学校大会 長崎市

２５～２７ 競技者育成中国ブロックＳｔｅｐ－３ みよし運動公園 ２０ 第６１回三次市近県オープン大会 みよし運動公園 ２０ 第２９回県小学生総合体育大会（西日本予選の部・交歓会の部） 呉総合ＳＣ

９ ２～３ 第４５回全日本社会人選手権 熊本市 ３ ２０１７いんのしまオープン大会 因島運動公園 １０ 県民体育大会スポーツ少年団の部 尾道市因島運動公園

９～１１ 第３０回ねんりんピック２０１７ 秋田県大館市 １６～１７ 第１６回ルーセントカップ小学生しまなみ大会 尾道市因島運動公園

１６～１７ 第２４回ＪＯＣ杯全日本ジュニア選手権 翔洋・バレー ９ ジュニアステップアップフェスティバル 海田（６面） １４ 第４１回広島県レディース大会 翔洋

１６～１７ 日本スポーツマスターズ２０１７ 神戸市

29～10/1 第２１回全日本シニア選手権 金沢市・小松市・能美市 ３０～１０／１ 県中学校総合体育大会 みよし運動公園

１０ ６～９ 第７２回国民体育大会（６～７成年：大洲、８～９少年：今治） 今治市・大洲市 １ 第４１回仁井岡杯全国大会 呉市営庭球場・バレーコート

２０～２２ 第７２回全日本選手権 群馬県前橋市 １５ 第１７回広島県ミックスダブルス大会 バレー ２８～２９ 第１１回西日本小学生選手権大会 熊本市

２７～２９ 第３１回日本実業団リーグ 翔洋・バレー・海田 ２２ 第３９回ヨネックスオープン広島大会 翔洋(6面)・バレー ２０ 第７回ピースカップレディース大会 翔洋

２８～２９ 第２４回全日本クラブ選手権 千葉県白子町 ２９ 第３９回三原ファミリーミックス やまみ三原運動公園

１１ ５ ジュニア指導者講習会 やまみ三原運動公園

10/31～2 第１２回全日本シニアレディース決勝大会 滋賀県 ３ 第５５回井ノ口杯全国大会 竹ケ端・城公園 ４～５ 第６４回高校新人選手権（団体戦） 翔洋・バレー

３～５ 第１８回全国市町村職員大会 千葉県白子町 １１～１２ 第６４回高校新人選手権（個人戦） 男-竹ケ端　女-びんご

１８～１９ 東洋観光カップ第１７回中国オープン大会 翔洋・バレー １９ ハイジャパシングルス県予選 呉総合ＳＣ

１２ 第４２回県民体育大会 翔洋 １２ 第１７回全国小学生大会県予選（予備日：１１／１９） 呉総合ＳＣ

７ 第２９回広島県レディースクラブ対抗大会 翔洋

２４～２７ 第１２回ジュニアジャパンカップ 宮崎市 ２５ 第２４回県中学生ジュニア選手権 びんご運動公園

２５～２６ 第８回中国地区小学生インドア選手権 周南市

１２ １５～１７ 第３５回日本リーグ 愛知県豊田市 ９～１０ 広島県インドア選手権(９日：シニア、１０日；一般・成年) びんご運動公園体育館 ９～１０ 第１回全日本小学生東西対抗大会 仙台市

２～３ 第３回ルーセントカップ県中学学年別大会 みよし運動公園

１７ 第９回ケンコーカップ広島県ジュニア大会 びんご運動公園

２５～２７ 中国地区中学生インドア 岡山市

３０年 ６ 第５６回県高校インドア選手権（ジャパンカップ予選） 福山ローズアリーナ

１ １２～１４ 第４３回全国高校選抜中国予選 福山ローズアリーナ

２ ４ 第６３回全日本インドア選手権 大阪市中央体育館 ２５ 第２５回全日本シングルス選手権予選会 海田（３面） １１ 第１６回広島県小学生インドア大会 びんご運動公園アリーナ

１０～１１ 日本リーグ入替戦 名古屋市 中国地区１級審判員研修会 鳥取県

３ １０～１１ 第２２回アジアカップひろしま国際大会 翔洋・バレー・リョーコー ２６～２８ 第２９回都道府県対抗全日本中学生大会 伊勢市

１８ GOSEN杯広島オープンシングルス・シニア大会 翔洋・バレー ２８～３０ 第４３回全日本高校選抜大会 名古屋市

広島市２級公認審判員講習会 海田 ２９～３１ 第１７回全国小学生大会 千葉県白子町

　※翔洋：広島翔洋テニスコート（広島市中央庭球場）　、　バレー：広島市中央バレーボール場　、　海田：海田総合公園

平成２９年度　広島県ソフトテニス連盟大会予定表

日本・西日本・中国地区連盟 広島県ソフトテニス連盟（主催・主管・後援・協賛） 小学生・中体連・高体連・学連・レディース


