
月 日 曜 会場 種別 月 日 曜 会場

5 日 久峰運動公園 男女

１１～１２ 土～ 高鍋 女子

17 金 超壮年大会 運動公園 超壮年

18 土 ハイスクールジャパンカップ 運動公園 高校男女

19 日 高校選手権大会(団体）） 運動公園 高校男女 4
１８～１９ 土～ 生目の杜（４面） 男子

25 土 運動公園 中学女子

26 日 運動公園 中学男子

26 日 久峰運動公園 成年･シニア

29 水 生目の杜（１６面） ２３歳以上女性 29 水 九州オープン 福岡市

2 土 第５回BC級大会 久峰運動公園 男女

2 土 運動公園 小学男女 3 日 西日本ソフトテニス百才大会 佐世保市

２～３ 土～ 生き目の杜 中学男女 ９～１１ 土～ 宮崎市

9 土 シニア男女 10 日 鹿児島

5 10 日 混合

17 日 延岡市 ６０歳以上 １６～１７ 土～ 全日本シングルス選手権大会 埼玉県

23 土 運動公園 小学男女

28 木 運動公園 高校男女 24 日 福岡

３０～6/２ 土 生目の杜 高校男女

31 日 久峰運動公園 ２３歳以上女性

１～2 日～ 運動公園 高校男女

7 日 久峰運動公園 高校男女 ６～７ 土～ 大分市

１３～１４ 土～ 生目の杜 一･シニア・男女 14 日 東京都

１３～１４ 土～ 国体三次選考会 久峰運動公園 高校男女 １３～ 土～ 福岡

20 土 生目の杜 中学男女 ２６～２８ 金～ 札幌市

5 日 運動公園 一般･シニア ４～５ 土～ 長崎市

17 金 県超壮年大会 運動公園（１４） シニア男女 １１～１２ 土～ 九州総合体育大会 沖縄

１８～２０ 金～ 県高校一年生大会

18 金 県高校二年生大会 １８～１９ 土～ 鹿児島市

２５～２７ 日～ 運動公園（２４） 中学男女 ２４～２６ 金～ 白子町

30 木 運動公園（２４） 中学男女

５～１２ 奈良県

７～９ 金～ 九州中学生 福岡

22 土 運動公園（２４） 中学女 ４～６ 金～ 大阪市他

日 運動公園（１２） ７～１３ 金～ 北上市

日 運動公園（１２） ６～９ 木～ 全日本小学生選手権大会 岐阜市

14 金 九州第１回理事会 佐世保市

１５～１６ 土～ 佐世保市

29 土 運動公園（２４） 中学男 １７～１９ 月～ 宮崎市

２３～２９ 日～ 韓国

２８～３０ 金～ 千葉市

４～６ 金～ 熊本

５～６ 土～ 第３５回全日本社会人選手権大会 岡山市

11 金 運動公園 超壮年 ５～８ 土～ 岩見沢市

22 火 高校新進大会（団体） 運動公園 高校男女 １２～１３ 日 広島市

23 水 高校新進大会（個人） 運動公園 高校男女 13 日 長崎

27 日 運動公園 小学男女 １９～２１ 土～ 日本スポーツマスターズ 静岡市

２６～３０ 土～ 新潟

第５０回県下・第１４回九州小学生県予選

第６４回国民体育大会

全日本レディース決勝大会
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Step－３アンダー選考会(パークドーム）

超壮年グランドベテラン大会(１４面） ねんりんピック　（北海道）

JOC・全日本ジュニア選手権大会

西日本ソフトテニス長崎大会

第２９回九州地区国体

県中学新人団体（男子） 第４０回全国中学校大会

日・韓・中ジュニア交流競技大会

全日本レディース大会個人戦

23
Uー１４・１８ 終選考会運公１２ 全日本学生選手権大会

トップアスリート事業１２面
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県中学新人団体（女子）

全日本実業団選手権大会

Uー１４第２回練習会

全日本高校選手権大会
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県選手権大会･シニア選手権大会 西日本シニア選手権大会

運動公園（２４） 高校男女
第６３西日本選手権大会（一般・成年）

県中学総合体育大会

全九州団体対抗戦

Uー１４第１回練習会（生き目の杜・久峰） ２００８ハイスクールジャパンカップ

（２１日第２希望日）

国体二次選考会（少年の部） 第６０回九州選手権大会

県民総合スポーツ祭 日本ソフトテニス連盟第１回評議委員会

6

高校総体（５／３１～2）２日予備日
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第２３回九州実業団大会

高校総体開会式～午後団体戦

全日本レディース県予選

全日本グランドベテラン大会

全日本グランドベテラン大会 生目の杜
第５１回萩原旗争奪西日本大会

県中学春季団体戦(男子）

平成２１年スポレク･マスターズ予選会

県レィデース選手権大会（１２面）

第２２回全日本小学生県予選会

全日本中学プレ大会

第２2回全日本小学生県予選会（団体）１２面

高校総体（個人戦）

２００９年ねんりんピック

平成21年度　大会日程　　　　　　
県内大会 県外大会
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国体一次選考会（４面）

国体 終選考会（４面）成年女子

国体 終選考会（４面）成年男子

県中学春季団体戦(女子）



月 日 曜 会場 種別 月 日 曜 会場

９～１１ 金～ 山形市他

3 土 UMKレディースソフトテニス大会 運動公園 レディース １６～１８ 金～ 兵庫県

10 11 日 生目の杜 男女 １７～２０ 土～ 宮崎県

16 金 生目の杜 45男女 ２２～２５ 木～ 広島市

１７～２０ 土～ 生目の杜 ５０女・５５男

２４～２７ 土 生目の杜 大学生 ２４～２７ 土～ 宮崎県

31 土 県高校新人大会 運動公園（２４） 高校男女 ３０～１１・１ 金～ 福知山市

３１～11/１ 土 白子町

３～５ 県高校新人大会 運動公園（２４） 高校男女

3 火 高鍋町 一般男女

７～８ 土～ 県中学秋季体育大会 運動公園（２４） 中学男女 ７～８ 土～ 大分市

13 金 運動公園（１６） 超壮年

14 土 生目の杜 中学男女 ２１～２４ 金～ 宮崎市

15 日 生目の杜 中学男女 ２１～２２ 土～ 八代市

18 水 多田杯レディース大会 運動公園（１２） レディース 29 日 沖縄市

28 土 運動公園（２４） 中学女子

29 日 運動公園（２４） 中学男子

５～６ 土 運動公園（２４） 中高男女

12 土 久峰運動公園 中学男女 5 土 東京都

13 日 高鍋体育館 中学男女 6 日 東京都

12
１６～１７ 水～ 久峰かてるはド 中学

20 日 都城運動公園 小学男女

23 水 高鍋体育館 一般男女

生目の杜

てるはドーム 23 土 福岡

17 日 市体育館 一般男女

24 日 福岡

7 日 日南 小学男女

11 木 早水体育館 成年・シニア 日 大分市

20 土 県体育館 レディース

20 土 レマンホテル １４：００～ 7 日 大阪市

27 土 運動公園（２４） 中学男女 １３～１４ 土～ 名古屋市

市郡・クラブ

高校三年生

28 日 長崎県

運動公園（２４） ２９～３０ 月～ 名古屋市

てるはドーム ２６～２８ 金～ 伊勢市

14 日 都城市 シニア男女 ２９～３１ 月～ 全国小学生大会 白子町

22 月 運動公園（２４） 高校男女
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九州中学選抜大会

6～７ 土～

南九州シニア

地区中学校団体対抗戦 日本リーグ入れ替え戦

高校選手権大会

第１７回中学選抜宮崎大会 中学男女
第３２回全日本高校選抜大会

全国選抜中学大会

28 日 第１１回級別・職域・クラブ対抗団体戦 運動公園（２４）
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県下小学生新人団体戦

成年・シニアインドア大会 １級審判研修会

宮崎県ソフトテニス連盟　総会 全日本インドア選手権大会

平成２１年度第２回理事会

第４１回全国招待宮崎正月インドア大会

第４５回九州インドア選手権大会
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４～６ 月～ てるはカップ（第２希望５～７） 中学男女

熊本
第９回全国小学生予選大会 九州新人大会：全日本高校選抜予選

県インドアソフトテニス選手権大会

第４回Uー１４研修大会　　　
１１～１３ 金～

全日本高校団体選抜九州大会
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　トップアスリート育成事業

都道府県対抗選考会（男子・女子） 西日本連盟代議員会

中学選抜インドアソフトテニス大会 日本連盟評議員会

（第希望２０日）

第７回全九州各県対抗シニア大会

第１４回九州小学生選手権大会

九州ジュニアインドア個人予選会（女子）

九州ジュニアインドア個人予選会（男子）
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第３１回戸田杯

九州レディース大会（個人）（団体）

超壮年大会

九州ジュニア選抜インドア大会予選会 ジュニアジャパンカップ（生目の杜）

第３回Uー１４研修大会

第１０回九州大学秋季リーグ大会（運動公） 第１０回九州大学秋季リーグ大会

第２３回日本実業団リーグ

第１６回全日本クラブ選手権大会

スポレク宮崎２００９準備 第２７回日本リーグ

スポレク宮崎２００９準備

県内大会 県外大会
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全日本シニア選手権大会

天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会　　

ソフトテニスの日 スポーツレクレーション祭

平成２１年度　大会日程　

県レディース選抜インドア大会


