
2019年度　大会等スケジュール 大分県ソフトテニス連盟

日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

４／ ４／

6（土） 小学生選手権大会 大分市営駄原

7（日） ねんりんピック予選会 大分市営鶴崎

14（日） 第5回シングルス選手権大会 昭和電工

18（木） 春季レディース大会 大分市営駄原

20（土）･21（日） 国体最終選考会 大分市営鶴崎

27（土）･28（日） ハイスクールジャパンカップ大分県予選 昭和電工

29（月･祝） 九州オープン 福岡市

５／ ５／

1（水･祝） 中学シングルス大会 昭和電工 5（日） 西日本百歳大会 佐世保市

2（木･祝） 全日本小学生大分県予選会 昭和電工 5～7（日～火） 第16回世界選手権大会日本代表予選会 四日市市

4（土） 全日本実業団予選大会 大分市営駄原 10・11（土･日） 第49回全日本グランドベテラン大会 宮崎市

12（日） 第60回萩原旗西日本大会 南九州市

16（木） 全日本レディース予選会 大分市営駄原 18･19（土･日） 第26回全日本シングルス選手権大会 長崎市

23（木） 日連第1回理事会 東京都

25（土） 第3回九州シングルス選手権 福岡県春日市

25･26（土･日） 第70回九州選手権 福岡県春日市

６／ ６／

2（日） 第6回山下杯 大分市営鶴崎 2（日） 第33回九州地区実業団大会 熊本県山鹿市

8（土） 少年男女国体候補選手練習会兼ＳＴＥＰ2（U20,U16） 昭和電工

9（日） 少年男女国体候補選手練習会兼ＳＴＥＰ2（U20,U16） 大分市営駄原 9(日） 全国シニア北九州 北九州市

9（日） 日本スポーツマスターズ県予選会 大分市営鶴崎 8･9（土･日） 日連第2回理事会・定例全国評議委員会 東京都

16（日） 全日本シニアレディース予選会、夏季大会兼九州レディース予選会 大分市営鶴崎 19～23（水～日） 第48回ハイスクールジャパンカップ 札幌市

22･23（土･日） 第72回県民体育大会 昭和電工 22･23（土･日） 西日本シニア選手権大会 奈良県明日香村

29（土） STEP2(U14）選考会 昭和電工

７／ ７／

7（日） 第41回外川杯 大分市営駄原

6･7（土･日） 九州高校総合体育大会 福岡市

13（土） 第48回クラブ対抗大会 昭和電工 20･21（土･日） 第73回西日本選手権 大阪市

14（日） 総合選手権兼全日本総合選手権予選 昭和電工 24～26（水～金） 第46回全日本レディース個人戦 青森市

25～28（木～日） 第36回全日本小学生 栃木県

25～8/1（木～木） 全日本高校選手権大会 宮崎市

26～28（金～日） 全日本実業団選手権大会 鹿児島市

８／ ８／

6～10（火～土） 全日本学生選手権大会 岩手県

5～7（月～水） 九州中学生大会 佐賀市

16（金） 第1回九州連盟理事会 唐津市

17･18（土･日） 第39回九州地区国体 唐津市

20～22（火～木） 第50回全国中学校大会 京都府

25（日） 西日本長崎大会 長崎市

24（土） 愛好者増加対策事業（中学地域選抜対抗錬成会） 昭和電工 27～29（火～木） 第41回全日本レディース団体戦 愛知県

25（日） 全九州小学生大会大分県予選兼西日本大会予選 大分市営駄原

25（日） 愛好者増加対策事業（中学生） 大分市営鶴崎 30～9/1（金～日） 第14回九州地区Step3 熊本市

９／ ９／

7（土） 日連第3回理事会 東京都

8（日） 大分県小学生団体戦 昭和電工 13～15（金～日） 第23回全日本シニア選手権大会 福知山市

14･15（土･日） 第47回全日本社会人選手権 山形県

15（日） 県シニア選手権大会 大分市営鶴崎 20～24（金～火） 日本スポーツマスターズ2019 岐阜県

21･22（土･日） JOCジュニアオリンピックカップ 広島市

19（木） 県レディースクラブ対抗大会 大分市営駄原

22（日） 豊の国ねんりんピック 大分市営駄原

22（日） 県選手権大会 昭和電工

29（日） 九州各県対抗シニア大会県予選 大分市営鶴崎

29～10/2（日～水） 第74回国民体育大会 茨城県

大分県連盟主催 国際・日連・西日本連・九連大会・会議研修等
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日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

大分県連盟主催 国際・日連・西日本連・九連大会・会議研修等

１０／ １０／

6（日） 全国一斉ソフトテニスデー中央大会A部 別府公園コート 5(土） 西日本連盟理事会 京都市

13（日） 全国一斉ソフトテニスデー中央大会B部 別府公園コート 12･13（土･日） 西日本小学生選手権大会 静岡県伊東市

14（月･祝） 中学都道府県対抗1次予選会 昭和電工

18～20（金～日） 第74回全日本選手権大会 岩手県

25～27（金～日） 第33回日本実業団リーグ 福知山市

26･27（土･日） 第26回全日本クラブ選手権大会 千葉県

31（木） 県レディース連盟会長杯 大分市営駄原

１１／ １１／

2（土） 小学生普及大会 昭和電工 2（土） 日連第4回理事会 東京都

2（土） 第60回木村杯 昭和電工 2･3（土･日） 九州レディース大会 鹿児島市

9～11（土～月） 第32回ねんりんピック2019 和歌山県

21（木） 秋季レディース大会 大分市営駄原

16･17（土･日） 第19回九州各県対抗シニア大会 八代市

22～25（金～月） 第14回ジュニアジャパンカップ 宮崎市

30（土）･12/1（日） 九州小学生選手権大会 昭和電工

30（土） 中学都道府県対抗2次予選会 大分市営駄原

１２／ １２／

1（日） 第24回九州小学生選手権大会 大分市

7･8（土･日） 日連理事会・西日本連盟代議委員会 京都

7･8（土･日） 小中合同強化練習会 大分市営鶴崎

15（日） 県インドア選手権 三重町大原 12～15（木～日） 第37回日本リーグ 愛知県

15（日） 全国小学生県予選 大分市営鶴崎 13～15（金～日） 九州高校新人大会 沖縄市

21（土） 愛好者増加対策事業（高校生） 大分市営鶴崎

２０２０．１／ ２０２０．１／

5（日）仮 1級公認審判員研修会 佐賀市

11（土） 高校シングルス選手権 昭和電工

13（月･祝） 県中学インドア選手権 別府アリーナ

18（土） 九州インドア選手権大会 別府アリーナ 17（金） 九連第2回理事会（定例総会） 大分市

19（日） 国体選手1次選考会（1回目） 大分市営鶴崎 18（土） 第55回九州インドア選手権大会 別府アリーナ

25（土） 県小学生学年別大会 昭和電工

25（土） 第1回ミックス大会 昭和電工

２／ ２／

1（土） 大分県高校研修会 三重町大原 2（日） 第65回全日本インドア選手権大会 大阪市

2（日） 愛好者増加対策事業（小学生） 大分市営鶴崎

8･9（土･日） 日本リーグ入替戦 愛知県

15（土） 中学九州選抜大分県予選会 昭和電工

15（土） 愛好者増加対策事業（レディース） 大分市営鶴崎

16（日） 第40回大友杯 昭和電工 22（土） 日連第6回理事会 東京都

23（日） 国体選手1次選考会（2回目） 大分市営鶴崎

３／ ３／

7（土） 中学大友杯 昭和電工

14（土） 中学1年生大会 昭和電工 15（日） 第32回九州中学選抜大会 佐賀市

26～28（木～土） 第30回都道府県対抗全日本中学生 三重県

22（日） 国体選手2次選考会 大分市営鶴崎 28～30（土～月） 第45回全日本高校選抜大会 名古屋市

28・29（土･日） 小城観桜大会 佐賀県小城市

29～31（日～火） 第19回全国小学生 千葉県
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日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

４／ ４／

2（火） レディース強化練習 大分市営駄原

10（水） 第1回常務理事会 昭和電工

13（土） 大分市中学池永杯（男子） 大分市営鶴崎

14（日） 大分市中学嵯峨杯（女子） 大分市営鶴崎

21（日） 神とほとけの里シルバー大会 宇佐市

29（月） 大分市高校春季近県大会 昭和電工

29（月） 竹田市近郊中学大会 竹田市

30（火） 大分市中学春季近郊大会 昭和電工

５／ ５／

3～7（金～火） 九州学生春季リーグ戦（学連） 八代市 6（月） 佐伯市近県親善大会 佐伯市

7（火） レディース強化練習 大分市営駄原

8（水） 第2回常務理事会 昭和電工

19（日） 第4回全九州学生選手権大会 福岡市

12（日） 大分市ナガセケンコー杯 昭和電工

18（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

６／ ６／

1～3（土～月） 大分県高校総合体育大会 昭和電工 1（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

4（火） レディース強化練習 大分市営駄原

2～4（日～火） 第37回全日本大学大座決定戦 札幌市 12～14（水～金） 大分市中体連総合体育大会 昭和電工

12（水） 第3回常務理事会 昭和電工

16（日） 審判講習会 大分市営鶴崎

27（木） 大分市ねんりんピック予選 大分市営駄原

29（土） 第1回理事会 コンパルホール

29･30（土･日） 第20回全九州団体対抗戦（学連） 福岡市

７／ ７／

2（火） レディース強化練習 大分市営駄原

10（水） 第4回常務理事会 昭和電工

5～9（金～火） 西日本学生選手権大会（学連） 鳥取市 13（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

13･14（土･日） 九州地区大学体育大会 福岡大学

期日未定 支部長会議 昭和電工

21（日） 全国一斉ソフトテニス県中ブロック大会 昭和電工

24～26（水～金） 大分県中体連総合体育大会 昭和電工

31（水） 国体強化練習 大分市営鶴崎

８／ ８／

6～10（火～土） 全日本学生選手権大会 北上市・盛岡市 6（火） レディース強化練習 大分市営駄原

7（水） 第5回常務理事会 昭和電工

10（土） 竹田市近郊中学大会 竹田市

11（日） 大分市選手権大会 大分市営駄原

17（土） 大分市中学夏季近郊大会 昭和電工

22・23（木･金） 私学高等学校体育大会 大分市営駄原

25（日） 近県宇佐大会 宇佐市

31（土） 国体強化練習 大分市営鶴崎

31～9/1（土･日） 豊の国近県高校大会 昭和電工

９／ ９／

1（日） 国体強化練習 大分市営鶴崎

3（火） レディース強化練習 大分市営駄原

7（土） 国体強化練習 大分市営鶴崎

11（水） 第6回常務理事会 昭和電工

14（土） 国体強化練習 大分市営鶴崎

21（土） 国体強化練習 大分市営鶴崎

21（土） 大分市高校秋季近県大会 昭和電工

28（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

中体連・高体連・学連・小学生等 県内・その他
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中体連・高体連・学連・小学生等 県内・その他

１０／ １０／

5･6（土･日） 第20回ナガセケンコー杯（学連） 福岡市

6（日） シニア強化練習 大分市営鶴崎

8（火） レディース強化練習 大分市営鶴崎

9（水） 第7回常務理事会 昭和電工

12（土） 大分市中学杉崎杯（男子） 大分市営鶴崎

13（日） 大分市中学杉崎杯（女子） 大分市営鶴崎

12～15（土～火） 九州学生秋季リーグ戦（学連） 鹿児島市

26･27（土・日） 大分県中体連新人大会 昭和電工 26（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

27（日） 大分市シニア選手権 大分市営鶴崎

１１／ １１／

3･4（日･月） 大分県高校新人大会 昭和電工 9･10（土･日） 全九州天領日田大会 日田市

3（日） 第10回学生選手権新進大会（学連） 福岡大学 9（土） 大分市クラブ対抗大会 大分市営駄原

9（土） 大分市中学山下杯（男子団体） 大分市営鶴崎

8～11（金～月） 第66回三地区学生大会（学連） 宇部市 10（日） 大分市中学挾間杯（女子団体） 大分市営鶴崎

12（火） レディース強化練習 大分市営駄原

13（水） 第8回常務理事会 昭和電工

17（日） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

23（土） 別府近県大会 別府公園コート

24（日） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

１２／ １２／

1（日） 大分市中学強化講習会 大分市営駄原

8（日） 第47回全九州選抜インドア（学連） 熊本県 10（火） レディース強化練習 大分市営駄原

11（水） 第9回常務理事会 昭和電工

15（日） 竹田市近郊中学大会 竹田市

22（日） 中学地域選抜大会 昭和電工

22（日） シニア強化練習 大分市営鶴崎

２０２０．１／ ２０２０．１／

7（火） レディース強化練習 大分市営駄原

8（水） 第10回常務理事会 昭和電工

18（土） ジュニア強化練習 大分市営鶴崎

　

２／ ２／

4（火） レディース強化練習 大分市営駄原

11（火･祝） 大分市中学1年生大会 大分市営駄原

12（水） 第11回常務理事会 昭和電工

15（土） 第2回理事会 コンパルホール

３／ ３／

4（水） 第12回常務理事会 昭和電工

10（火） レディース強化練習 大分市営駄原

14（土） 代議員会（総会） コンパルホール

21（土） 竹田市近郊中学大会 竹田市

28（土） 大分市中学山下杯 大分市営鶴崎

29（日） 大分市中学狭間杯 大分市営鶴崎


