
令和３年度　大分県ソフトテニス連盟大会等スケジュール
No..1

日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

２０２１．４／ ２０２１．４／

4（日） 第３回　大分県ミックスソフトテニス大会 大分市営駄原

11（日） ねんりんピック大分県予選会 大分市営鶴崎

15（木） 第36回　大分県レディースソフトテニス春季大会 大分市営駄原

17（土） 第25回　大分県小学生ソフトテニス選手権大会 大分市営駄原

17･18（土･日） 第76回　国体大分県国体候補 終選考会 大分市営鶴崎

24･25（土･日） 第50回　ハイスクールジャパンカップ大分県予選会 昭和電工 24・25（土･日） 九州オープン大会 福岡市

５／ ５／

1（土） 第39回　全日本小学生選手権大会大分県予選会 大分市営駄原 2（日） 西日本ソフトテニス百歳大会 佐世保市

全日本実業団選手権大会大分県予選会

兼大分県職域対抗大会 4・5（火・水） 第9回アジア選手権日本代表予選会 調整中

15（土） 日本マスターズ2021 大分県予選会 大分市営鶴崎 第51回全日本グランドベテラン大会

16（日） 第5回　大分県中学シングルス選手権大会 昭和電工 9（日） 第62回萩原旗西日本大会 鹿児島市

15･16（土･日） 第28回全日本シングルス選手権 京都府福知山市

20（木） 第43回　全日本レディース大会大分県予選会 大分市営駄原 22（土） 第5回九州シングルス選手権 唐津市

22・23（土･日） 第72回九州選手権 唐津市

25（火） 日本連盟　第1回理事会 東京都

30（日） 第35回九州地区実業団大会 鹿児島市

６／ ６／

5･6（土･日） 少年男女国体候補選手練習会兼ＳＴＥＰ2（U20,U17） 昭和電工

全国シニア北九州大会 北九州市

第1回全日本レディース決勝大会（シニアの部）県予選会 12･13（土･日） 日連第2回理事会・定例全国評議委員会 東京都

第38回大分県レディース夏季大会兼九州レディース大会県予選会 19･20（土･日） 全日本ミックスダブルス選手権大会 愛媛県松山市

13（日） 第8回　山下杯争奪ソフトテニス大会 大分市営鶴崎

20（日） 第50回 大分県クラブ対抗大会 昭和電工

24～27（木～日） 第50回ハイスクールジャパンカップ 札幌市

７／ ７／

3（土） STEP2(U14）選考会 昭和電工

10･11（土･日） 第75回西日本選手権大会 長崎市・諫早市

10･11（土･日） 九州高等学校総合体育大会 大分市

男子第61回　・　女子第56回

大分県総合選手権兼全日本総合選手権大分県予選会 17・18（土･日） 第75回西日本シニア選手権大会 鹿児島市

17･18（土･日） 第76回東日本選手権大会 群馬県前橋市

25（日） 第44回 外川杯争奪ソフトテニス大会 昭和電工 23～25（金～日） 全日本実業団選手権大会 栃木県那須塩原市

28～31（水～土） 全日本高校選手権大会（男子） 石川県能登市

８／ ８／

1～4（日～水） 全日本高校選手権大会（女子） 石川県七尾市

4～6（水～金） 九州中学校総合体育大会 長崎市

5～8（木～日） 第38回全日本小学生選手権大会 愛知県名古屋市

9（月･祝） 大分県中学地域選抜練成大会 昭和電工 6～8（金～日） 第48回全日本レディース大会（個人戦） 群馬県前橋市

17～19（火～木） 第52回全国中学校大会 栃木県那須塩原市

20（金） 2021年度第1回九州連盟理事会 福岡市

22（日） 第26回九州小学生大会兼西日本小学生大会県予選会 大分市営駄原 21～22（土～日） 第41回国体九州ブロック大会 福岡市

24～26（火～木） 第43回全日本レディース決勝大会（団体戦） 愛知県一宮市

27～29（金～日） 第16回九州地区Step3 熊本市

28（土） 愛好者増加対策事業（中学生） 大分市営鶴崎 29（日） 西日本長崎大会 長崎市

９／ ９／

5（日） 第20回　全九州各県対抗シニア大会県予選 大分市営鶴崎

11・12（土･日） 第74回　大分県民体育大会（県体実行委員会） 昭和電工 4･5（土･日） 第49回全日本社会人選手権大会 広島市・尾道市

16（木） 第34回　大分県レディースクラブ対抗大会 大分市営駄原 11（土） 日連第3回理事会 東京都

18･19（土･日） 日本スポーツマスターズ2021 岡山県備前市他

19（日） 第21回　大分県小学生団体戦大会 昭和電工 18･19（土･日） JOCジュニアオリンピックカップ 広島市

20（月） 大分県選手権大会 大分市営駄原

20（月） 大分県シニア選手権大会 大分市営駄原

25・26（土･日） 第25回全日本シニア選手権大会 福島県会津若松市他

26（日） 豊の国ねんりんピック（県社会福祉協議会） 昭和電工

12（土） 大分市営駄原

18（日） 大分市営駄原

大分県連盟主催 国際・日連・西日本連・九連大会・会議研修等

2（日） 大分市営駄原



令和３年度　大分県ソフトテニス連盟大会等スケジュール
No..2

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／

9/30～4（木～月） 第76回国民体育大会 三重県鈴鹿市

9（土） 第33回都道府県対抗全日本中学生大会県1次予選会 昭和電工 16（土） 西日本連盟理事会 京都市

10（日） 全国一斉ソフトテニスデー第31回豊の国中央大会 昭和電工 9･10（土･日） 西日本小学生選手権大会 静岡県伊東市

12～14（火～木） 第1回全日本レディース決勝大会（シニア部） 千葉県千葉市

14（木） 第31回　大分県レディース会長杯 大分市営駄原

22～24（金～日） 第76回全日本選手権大会 和歌山県和歌山市

29～31（金～日） 第35回日本実業団リーグ 京都府福知山市

30･31（土･日） 第28回全日本クラブ選手権大会 千葉県白子町

30～11/2（土～火） 第33回ねんりんピック2021 岐阜県瑞穂市他

１１／ １１／

3（水･祝） 小学生普及大会 昭和電工 6（土） 日連第4回理事会 東京都

6･7（土･日） 九州レディース大会 福岡市・春日市

14（日） 第63回　木村杯争奪ソフトテニス大会 昭和電工

18（木） 第36回　大分県レディース秋季大会 大分市営駄原 12～15（金～月） 第16回ジュニアジャパンカップ 宮崎市

20・21（土･日） 第20回九州各県対抗シニア大会 八代市

　　　　　11月予定 第9回アジア選手権大会 タイ　チェンマイ

27･28（土･日） 第26回九州小学生選手権大会 長崎市

26～29（金～月） 第16回ジュニアジャパンカップ 宮崎市

１２／ １２／

4（土） 第33回都道府県対抗全日本中学生大会県2次選考会 大分市営駄原

4（土） 県インドア選手権兼九州インドア県予選会 武道スポーツ .4･5（土･日） 日連第5回理事会・西日本連盟代議委員会 東京都

11・12（土・日） 第51回九州高校新人大会 熊本市

9～12（木～日） 第39回日本リーグ 愛知県豊田市

18（土） 愛好者増加対策事業（高校生） 大分市営鶴崎

24～26（土･日） 日本リーグ入替戦 広島県福山市

２０２２．１／ ２０２２．１／

9･10(日･月・祝） 第19回　大分県中学選抜インドア選手権大会 三重町大原

15（土） 指導員実技研修会 大分市営鶴崎

22（土） 九連第2回理事会（定例総会） 鹿児島市

22（土） 大分県高等学校シングルス選手権大会 昭和電工 23（日） 第57回九州インドア選手権大会 鹿児島市

23（日） 第21回　全国小学生大会県予選会 大分市駄原 23（日） 第67回全日本インドア選手権大会 大阪市

30（日） 第77回　国体選手大分県1次選考会（1回目） 大分市営鶴崎 30（日） 1級公認審判員研修会 熊本市

２／ ２／

12（土） 愛好者増加対策事業（第8回レディース交流大会） 大分市営鶴崎

19（土） 第34回　九州地区中学校選抜大分県予選会 昭和電工 26（土） 日連第6回理事会 東京都

20（日） 第20回　大分県小学生学年別選手権大会 昭和電工

20（日） 第77回　国体選手大分県1次選考会（2回目） 大分市営鶴崎

26（土） 愛好者増加対策事業（小学生） 大分市営鶴崎

27（日） 第42回 大友杯争奪ソフトテニス大会 昭和電工

３／ ３／

12（土） 大友杯ソフトテニス大会（中学の部） 昭和電工 12・13（土・日） 第2回　平和カップひろしま国際大会 広島市

第7回大分県シングルス選手権大会兼全日本 20（日） 第34回九州地区中学校選抜大会 宮崎市

シングルス・九州シングル選手権大会大分県予選会 26～28（土～月） 第33回都道府県対抗全日本中学生大会 三重県伊勢市

21（月・祝） 大分県中学1年生大会 昭和電工 28～30（月～水） 第47回全日本高校選抜大会 名古屋市

27（日） 第77回国体選手大分県2次選考会 大分市営鶴崎 26～27（土～日） 小城観桜大会 佐賀県小城市

29～31（火～木） 第21回全国小学生大会 千葉県白子町

19（土） 昭和電工



令和３年度　大分県ソフトテニス連盟大会等スケジュール
No..3

日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

２０２１．４／ ２０２１．４／

3（土） 大分市中学　池永杯（男子）嵯峨杯（女子） 大分市営駄原

6（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

14（水） 第1回　常務理事会 昭和電工

29（木･祝） 大分市中学春季近郊大会 昭和電工

５／ ５／

2～7（日～金） 九州学生春季リーグ戦（学連） 八代市 2（日） 第4回神と仏の里ソフトテニスシルバー大会 宇佐市

4（火･祝） 小学生強化練習会 大分市営駄原

4（火･祝） 大分市ナガセケンコー杯 昭和電工

5（水・祝日） 大分市高校対抗春季近県大会 昭和電工

23（日） 第6回全九州学生選手権大会（学連） 福岡市 11（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

12（水） 第2回　常務理事会 昭和電工

16(日） 大分市県体予選会 大分市営鶴崎

29～6/1（土～月） 大分県高校総合体育大会（高体連） 昭和電工 30（日） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

６／ ６／

1（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

6(日） 大分県高校定時制通信制大会 昭和電工 2～5（水～金） 大分市中体連総合体育大会 昭和電工

第38回全日本大学大座決定戦 6（日） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

9（水） 第3回　常務理事会 昭和電工

20（日） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

24（木） 大分市ねんりんピック予選会 大分市営駄原

26･27（土･日） 第22回全九州学生団体対抗戦（学連） 福岡市 27（日） 第1回　県連盟理事会 昭和電工ドーム

７／ ７／

6（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

9～12（金～月） 全九州高等学校体育大会（高体連） 昭和電工 11（日） 小学生強化練習会会 大分市営鶴崎

西日本学生選手権大会（学連） 14（水） 第4回　常務理事会 昭和電工

九州地区大学体育大会（学連） 福岡大学

26～29（水～金） 大分県中体連総合体育大会（中体連） 昭和電工 23（金・祝日） 全国一斉ソフトテニス県中ブロック大会 大分市営駄原

８／ ８／

9（月・祝） 大分市選手権大会 大分市営駄原

全日本学生選手権大会 石川県 10（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

11（水） 第5回　常務理事会 昭和電工

19・20（木・金） 大分県私学高等学校体育大会 大分市営駄原 21（土） 大分市中学夏季近郊大会 昭和電工

28･29（土･日） 豊の国近県高校大会 昭和電工

29（日） 第41回ソフトテニス近県宇佐大会 宇佐市

29（日） 大分市中学　山下杯（男子）狭間杯（女子） 大分市営駄原

９／ ９／

7（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

8（水） 第6回　常務理事会 昭和電工

18～20（土～月） 国体強化練習会 大分市営鶴崎

23（木・祝日） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

23（木・祝日） 県連盟支部長会議 昭和電工ドーム

25（土） 国体強化練習会 大分市営鶴崎

26（日） 国体強化練習会 大分市営鶴崎

29～10/1（水～金） 大分市中学新人大会 昭和電工

中体連・高体連・学連・小学生等 県内・その他



令和３年度　大分県ソフトテニス連盟大会等スケジュール
No..4

日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

中体連・高体連・学連・小学生等 県内・その他

１０／ １０／

2･3（土･日） 第23回ナガセケンコー杯（学連） 福岡市

2(土） 九州医学生大会 昭和電工 3（日） 大分市高校秋季近県大会 昭和電工

5（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

13（水） 第7回　常務理事会 昭和電工

23･26（土～火） 九州学生秋季リーグ戦（学連） 沖縄市 17（日） 大分市シニア選手権 大分市営鶴崎

23～24（土～日） 大分県中体連新人大会（中体連） 昭和電工

30～11/1（土～月） 大分県高校新人大会（高体連） 昭和電工

１１／ １１／

2（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

3（日） 第13回　全九州学生選手権新進大会（学連） 福岡大学 6（土） 大分市クラブ対抗大会 大分市営駄原

7（日） 小学生強化練習会 大分市営駄原

20～23（土～火） 第78回　中国・四国・九州三地区学生大会（学連） 福岡市 10（水） 第8回　常務理事会 昭和電工

13（土） 大分市中学　杉崎杯（男子・女子） 昭和電工

13･14（土･日） 全九州天領日田シニアソフトテニス大会 日田市

21(日） シニア強化練習会 大分市営鶴崎

23（火） 別府近県大会 別府公園コート

１２／ １２／

5（日） 大分市中学強化講習会 大分市営駄原

5（日） 第48回全九州選抜インドア（学連） 熊本県玉名市 7（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

8（水） 第9回　常務理事会 昭和電工

19（日） シニア強化練習会 大分市営鶴崎

25（土） 九州中学地域選抜大分県予選会 昭和電工

２０２２．１／ ２０２２．１／

11（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

12（水） 第10回　常務理事会 昭和電工

　

29・30（土・日） 中学全九州地域選抜大会 昭和電工 29(土） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

２／ ２／

1（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

6（日） シニア強化練習会 大分市営鶴崎

9（水） 第11回　常務理事会 昭和電工

13（日） 第2回　県連盟理事会 昭和電工ドーム

13（日） 小学生強化練習会 大分市営鶴崎

23（水･祝） 大分市中学1年生大会 昭和電工

３／ ３／

1（火） レディース強化練習会 大分市営駄原

2（水） 第12回　常務理事会 昭和電工

6（日） シニア強化練習会 大分市営鶴崎

13（日） 県連盟代議員会（総会） 昭和電工ドーム

21(月） 別府西日本大会 別府公園コート

27（日） 大分市中学　山下杯（男子）狭間杯（女子） 大分市営駄原


