
平成29年度事業計画
石川県ソフトテニス連盟

月 日 曜
2 日 田島杯 金沢城北市民 8 県中部地区中学校大会(団体)(予備9) 宝達志水･羽咋

8 土 ママさんクラブ大会 小松末広 15-16 ヨネックス杯北信越中学生研修大会 能都健民

9 日 シングルス選手権大会 津幡総合公園 22 県高校シングルス選手権大会 和倉運動公園

16 日 29 加賀ライオンズ旗争奪中学 加賀中央公園

29 高校総体金沢地区予選(予30) 金沢城北市民

23 日 西田・西谷杯 加賀中央公園 29 高校総体能登地区予選(予30) 能都健民

29 高校総体七尾地区予選(予30) 七尾希望の丘

30 日 春季選手権大会 和倉運動公園 29 高校総体加賀地区予選 【こまつド・小松末広】

7 日 13 加賀地区中学強化練習 小松末広

14 日 13-14小学生選手権大会（予備21） 能都健民 14 加賀地区中学生団体大会 小松末広

14 日 実業団・クラブ選手権 金沢城北市民 13-14 小学生選手権大会（予備21） 能都健民 13-14 全日本シングルス選手権 香川県高松市

20 土 18･20ゆうりんﾋﾟｯｸｽﾎﾟｰﾂ交流大会 西部緑地公園

21 日 19-20 金沢市中学春季大会（予備21） 金沢城北市民 21 北信越選手権 富山県高岡市

27 土 中学生選抜大会（予備28） 西部緑地公園 27 中学生選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（予備28） 西部緑地公園

28 日 国体一次予選・ﾏｽﾀｰｽﾞ県予選 辰口丘陵公園

4 日 全日本レデイース県予選 東金沢ｽﾎﾟｰﾂ広場 1-3 高校総体 （予備4） 能都健民

11 日 野田杯 小松末広 11 高校審判講習会 各地区 11 全国評議員会 東京都

17 土 石川老童大会兼スポレク 七尾希望の丘 17-18 全能登中学校大会(能登ﾌﾞﾛｯｸ予選） 能都健民 16-18 北信越高校選手権 福井県越前市

国体最終予選 辰口丘陵公園 17-18 中学総体３ブロック予選 18 北信越小学生大会 新潟県上越市

21-25 ハイスクールジャパンカップ 北海道札幌市

25 日 金沢市民体育大会 西部緑地公園 24-25 北信越小学生クラブ選手権 富山県高岡市

1 土 競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑStep2(U-14) こまつﾄﾞｰﾑ 1 金沢市中体連強化練習会 金沢城北市民

2 日 審判講習会 能登地区 9 少年国体最終選考会(一次) 能都健民 9 北信越実業団リ-グ 石川県金沢市

9 日 北信越実業団リーグ 金沢城北市民 9 競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑStep2(U-17) 能都健民 15-16 東日本選手権 福島県福島市他

16 日 16-17 県中学校総体 能都健民 15-16 東日本小学生選抜 宮城県仙台市

17 祭 15-17 インハイ,ミニ国体強化練習会 七尾希望の丘 22-29 全日本高校選手権大会 福島県会津若松市

23 日 円角杯 白山市 22 少年国体最終選考会(二次・女子) 七尾市 27-30 全日本小学生大会 滋賀県長浜市

30 日 上坂杯 和倉運動公園 29 少年国体最終選考会(二次・男子) 七尾市 28-30 全日本実業団大会 福井県福井市他

全日本学生選手権大会 七尾市・能登町 未定 いしかわ高体連ソフトテニスウィーク 1-3 全日本レディース（個人） 愛知県名古屋市他

6 日 5-6石川県民体育大会 西部緑地公園 和倉運動公園 2-4 北信越中学校大会 長野県長野市

13 日 11-13北信越国体強化練習会 金沢城北市民 13 小林杯高校選抜大会 加賀中央公園 4-10 全日本学生選手権大会 七尾市・能登町

17-18 夏季高校金沢地区大会 金沢城北市民

17-18 夏季高校能登・七尾地区大会 18-20 全国中学校大会 長崎県長崎市

19-20 北信越国民体育大会 福井県越前市

17-18 夏季高校加賀地区大会 小松末広

20 小学生団体選手権（予備26） 七尾希望の丘 23-29 日韓中ジュニア交流競技大会 茨城県

27 日 中能登町とりや大会 中能登町 26-27 金沢市中体連強化練習会 金沢城北市民 25-27 全日本レディ-ス決勝(団体) 宮城県仙台市

25-27競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑStep3 こまつﾄﾞｰﾑ/S14 25-27 県中学校選手権 能都健民 25-27 競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑStep3 石川県小松市

3 日 2 金沢市中体連強化練習会 金沢城北市民 2-3 全日本社会人選手権 熊本県熊本市

10 日 団体選手権 西部緑地公園 16-17 秋季高校金沢地区予選(予18) 西部18津幡 3 北信越レディース大会 福井県

17 日 壮年東西対抗大会 穴水町 16 秋季高校能登地区予選(予17) 能都健民 9-11 ねんりんピック2017 秋田県大館市

18 祭 16 秋季高校七尾地区予選(予17) 七尾希望の丘 16-17 JOC全日本ジュニア選手権 広島県広島市

24 日 県選手権大会 能都健民 16-17 16-17 日本マスターズ2017 兵庫県神戸市

16-17 金沢市中学新人大会（予備18） 金沢城北市民 29-10/1 全日本シニア選手権 石川県金沢市他

1 日 7 小学生学年別大会（予備14） 能都健民

8 日 7-8 加賀地区中学新人 (個人・団体) 小松末広 6-9 第72回国民体育大会 愛媛県今治市他

9 祭 7-8 全能登中学新人(個人・団体) 和倉運動公園

15 日 加賀健壮大会 加賀中央公園 14 中体連団体強化練習会 七尾希望ﾉ丘 20-22 全日本選手権 群馬県前橋市

22 日 シニアミックス大会 能都健民 27-29 日本実業団リ－グ 広島市広島市

29 日 山田杯 能都健民 28-29 全日本クラブ選手権 千葉県白子町

3 祭 4 金沢市中学校一年生大会 金沢城北市民

5 日 金沢市インドア大会 北電体育館 11 中体連強化練習会１次 能都健民

12 日 9-11 高校新人大会（団体・個人） こまつﾄﾞ-ﾑ

11 会員登録交流会（予備18） 金沢城北市民

19 日 19 高校審判講習会 未定

26 日 県選抜インドア大会 いしかわ総合SC 26 小学生ｼﾝｸﾞﾙｽ・学年別ｲﾝﾄﾞｱ大会 こまつﾄﾞ-ﾑ 24-27 ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ(Step4) 宮崎県宮崎市

3 日 2-3 北信越小学生インドア こまつﾄﾞ-ﾑ 2-3 北信越小学生インドア 石川県小松市

10 日 9-10北信越中学団体強化研修大会 いしかわ総合SC 3 全国評議員会 東京都

16 高校選抜大会 こまつﾄﾞ-ﾑ 9-10 北信越中学団体強化研修大会 石川県金沢市

17 日 17 高校選抜インドア大会 こまつﾄﾞ-ﾑ 9-10 北信越選抜インドア大会 新潟県上越市

26-27 冬季高体連強化練習会 こまつﾄﾞ-ﾑ 9-10 小学生東西対抗 宮城県仙台市

24 日 15-17 日本リーグ 愛知県豊田市

7 日 6-7中学選抜インドア大会 七尾総合城山 5 金沢市中学インドア いしかわ総合SC 未定 1級審判員研修会(北信越) 未定

8 祭 6-7 中学選抜インドア大会 七尾総合城山 13 北信越高校選抜大会 石川県小松市

14 日 13-14 中体連強化練習会２次 羽咋・志賀町 14 北信越高校選抜インドア大会 石川県小松市

21 日

28 日 28 北信越中学生インドア 新潟県上越市

4 日 審判講習会 金沢市 3-4 中体連強化練習会３次 未定 4 全日本インドア選手権 大阪府大阪市

11 日 11 ３地区高校インドア 10-11 日本リ－グ入替戦 愛知県名古屋市

12 祭

18 日 未定 金沢地区高校インドア 未定

25 日 25 小学生インドア大会 こまつﾄﾞｰﾑ(予) 24(予) 県ソフトテニス連盟総会 石川県金沢市

4 日 県団体インドア大会 七尾総合体育館

11 日

18 日 17-18 全国ｼﾞｭﾆｱﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ2018 能都健民 26-28 都道府県対抗中学生大会 三重県伊勢市

21 祭 28-30 全日本高校選抜大会 愛知県名古屋市

25 日 29-31 全国小学生大会 千葉県白子町

5

県連盟主催大会・地区大会 高校･中学･小学生大会 北信越･日連主催大会

4

6

【金沢/城北；北加賀/津幡･松任総合；南加賀/末広】

7

8

4-10

(1年生大会､次年度強化､ｼﾝｸﾞﾙｽ研修､ｶﾃｺﾞﾘｰ別大会)

【能登/能都健民；七尾/希望ﾉ丘】

未定

1

2 【能登/Waveのと；七尾/総合城山；加賀/こまつﾄﾞｰﾑ】

3

9

秋季高校加賀地区予選【こまつド・小松末広】

29-10/1全日本ｼﾆｱ選手権(東/城北/西部/辰口/末広)

10

11

12


