
報告事項

日本ソフトテニス連盟事業計画

2019年度は、「ソフトテニス長期基本計画2017」の3年目となり、これまでの「ソフト

テニスの普及振興事業」「ソフトテニスの競技力向上事業」「ソフトテニスの国際振興事業」の三本

柱を推進するとともに、進捗状況により新たな中・長期計画を検討していく。また、ソフトテニス

を通じ環境保全とともに自己責任やフェアプレイ精神を身につけ、マナーを重んじる教育を推進し、

青少年の健全育成を図り暴力行為等の根絶を徹底する。

Ⅰ．ソフトテニスの普及振興事業

1　全日本ソフトテニス選手権大会等の開催

別表、2019年度大会日掛佗びに開催地　覧のとおり

2　大会要項の改言】

【資料Nu l】大会要項の改訂についてのとおり

3　全日本混合ダブルス選手権大会の実施計画

4　地域への競技力向上と普及振興支援事業の継続

Ⅱ．ソフトテニスの競技力向上事業

1　競技者育成プログラムの継続

2　指導者養成事業の推進

Ⅲ．ソフトテニスの国際振興事業

ソフトテニスのリーダー一国として、「国際普及活動の推進」【国際指導体制♂）充実」国際大会

の開催促進＿　を推進する二

Ⅳ．日本連盟共通施策

1　青少年の健全育成及び環境問題と倫理教育への取り組ノみ

2　暴力根絶の徹底を図る

3　競技人口の増加対策

4　会員登録制度の充実

西日本ソフトテニス連盟事業計画

Ⅰ．2019年度大会日程

別表のとおり

Ⅱ．検討事項

1　西H本選丁権大会及び西日本シニア選手権大会の予備日を設けない。

Ⅲ．決定事項

1　番組の事前公開

2　2020年度西日本選手権大会を徳島県で開催
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2019年度　大会日程並びに開催地一覧（案）

2018／11／5現在

大　会　名 �開　催　地 �日　　　　　程 �2020年度 

主 催 人 ∠ゝ つく �第16回世界選手権大会日本代表予選会 �（調整中〉 �（調整中） �　　　／ 

第26回全日本シングルス選手権大会 �長崎県長崎市 �5月18日（土）・　5月19ヒ日日） �石川県 

第36回全日本小学生選手権大会 �栃木県 那須塩原市 �7月25日（木）～　7月28日（日） �福 �尚県 

男子第64回・女子第63回 全日本実業団選手権大会 �鹿児島県 鹿児島市 �7月26日（金）～　7月28日（日） � 

第23回全日本シニアう簑手権大会 � �9月13日（金）～　9月15日（日） �岡山県 

第47回全日本社会人選手権大会 �山形県 山形市・大童市・ 　‾「 �9月14日（七）・　9月15日（R） �滋賀県 

JOCジュニアオリンピックカップ大会 第26回全日本ジュニア選手権大会 �広島県広島市 �9月21日（士）・　9月22日（日） �広島県広島市 

第74回天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 �岩手県北上市 �10月18日（金）～　10月20日（日） �愛 �知県 

第33回　日　本実業団リーグ �京都府福知山市 �10月25日（金）～　10月27日（日） �京都府福知山市 

第26回全日本クラブ選手権大会 �千葉県白子町 �10月26日（土）・10月27日（日） �千葉県白子町 

第　3　7　回　日　本リ　ー　グ �愛知県豊田市 �12月12日（木）～　12月15日（日） �愛知県豊田市 

第65回全日本インドア選手権大会 �大阪府大阪市 �2020年　2月2日（日） �大阪府大阪市 

日　本　リ　ー　グ　入　管　戦 �愛知県名古屋市 �2020年　2月8日（土）・　2月9【∃（日） �愛知県名古屋市 

ス拠 ポ点 l化 ツ事 業 �第14回ジュニアジャパンカップ 「競技者育成プログラム（Step－4）」 �宮崎県宮崎市 �11月22日（金）～　11月25日（月） �宮崎県宮崎市 

第31回都道府県対抗全日本中学生大会 �三重県伊勢市 �2020年　3月26日（木）～　3月28日（土） �三重県伊勢市 

第19回全国小学生大会 �千葉県白子町 �2020年　3月29日（日）～　3月31日（火） �千葉県白子町 

共 催 大 A 言 �第48回ハイスクールジャパンカップ �北海道札幌市 �6月19日（水）～　6月23日（日） �北海道札幌市 

西　日　本シニア選手権大会 �奈良県明日香村 �6月22日（土）・　6月23日（日） �香ノ �県 

第74回東日本選手権大会 （一般・35▲45） �　静岡県 静同市・浜松市 �7月20日（土）・　7月21日（日） �北 �海道 

第74回東日本選手権大会（シニア） �　静岡県 静岡市・浜松市 �7月20日（七）・　7月21日（目） �北海道 

第73回西　日本選手権大会 �大阪府大阪市 �7月20日（土）・　7月21日（日〉 �徳 �県 

全日本高校選手権大会（男子） �宮崎県宮崎市 �7月25日（木）～　7月28日（ロ） �京 �府 

全日本高校選手権大会（女子） �宮崎県宮崎市 �7月29日（月）～　　8月1日（木） �京都府 

第46回全日本レディース大会（個人戦） �青森県青森市 �7月24日（水）～　7月26日（金） �山口県 

全　日　本学　生選手権　大　会 �　岩手県 北上市・盛岡市 �8月6日（火）～　8月10日（土） �（未定） 

第50回全国　中　学校入会 �　京都府 宇治市・城陽市 �8月20日（火）～　8月22日（木） �静岡県浜松市 

愛知県一宮市 �8月27日（火）～　8月29日（木） �愛知県一宮市 

日本スポーツマスターズ2019 �岐阜県 �9月21日（二L）～　9月22日（目） �愛媛県 

第　74　回　国　民体　育大　会 �茨城県 北茨城市 �9月29日（日）～　10月2日（水） �鹿児島県 鹿児島市 

第45回全日本高校選抜大会 �愛知県豊笥市 �2020年　3月28日（土）～　3月30日（月） �愛知県名古屋市 

匡‡ 際 �第27回冒・韓・中ジュニア交流競技大会 �中国 �8月23日（金）～　8月29日（木） �秋田県 

第16回世界選手権大会 �中国　台州 �10月末予定 �　　　／ 

その他 �第32回ねんりんピック2019 �和歌山県 �11月9日（土〉　～　11月11日（月） �岐阜県 



（1）西日本シニアソフトテニス選手権大会・西日本ソフトテニス選手権大会
○一般男子・一般女子の部に出場する選手は、等殻制度2級以上とする。（高校生は除く） 
0全出場遠手は原則として（公財）日本ソフトテニス連盟の登録会員で審半r ����制度2放以上の有資格者であること。 
○申し込み責任者において確言忍の上申し込まれたい。 

日　程 �開始時間 �種別及び行事 �会　場 �備考 

西 日 �6月22日（土） �8：30 9二00 9：30 �受付開始 開会式50・55・60・65・ �県立橿原公苑明日香テニスコート （砂入り人工芝ニート28面） 〒634－0101 � 

本 シノ ア ソ フ ト テ ���70・75・80男女 �奈良県高市郡明日香村小山183 
試合開始 � 

ならでん鴻ノ池テ二六㌣斗 （砂入り人工芝コート9面） 奈良県奈良市法蓮佐保山4－5－1 

6月23日（二日） �8：30 �受付開始 �県立橿原公苑明日香テニスコート （砂入り人工芝コート28面） � 

ス 選 手 権 大 会 ��9二00 �試合開始50・55160・65・ 　　70・75・80男女 �〒634－0101 奈良県高市郡明日香村小山183 

西 �7月20日（土） �8：15 9：00 �受付開始 �マリンテニスハ〉－ク北村 � 

一般男女 �（砂入り人工芝コート25面） 

開会式　　女子35・45 �〒55卜0032 

男子35・45 �大阪市大慣区北村3－3－70 
日 本 ソ フ ト テ ��9：：iO �試合開始 �堺市金岡公園テニス二一一ト （砂入り人工芝コート14面） 〒591－8025 堺市化区長曽根1179－1日 

7月21日（日） �8：30 �受付開始 　　　　血し　＿ �マリンテニスハC一夕北村 」 � 

ス 選 ��9：00 �　　一ナ旨又男女 試合開始女子35・45 �（砂入り人工之コ一一ト25両ノ 

手 権 大 会 ���男子35・45 �大阪市大正区北村3－3－70 

＞1く雨天中止の場合は1日に； ���艮り順延する。 

＊申し込みへ○ァ数により、種別の会場を変更する場合及び競技第1日日で終了する場合もある。

変更の場合は、申し込み支部に連絡する。

（2）西日本小学生ノアけニス選手権大会
日　程　2019年10月12ロ（土）　個人戦

2019年10月13巨∃（日）　団体戦

会　場　静岡県伊東市小室lLl市営テニスコート
「砂入り人工芝コーへ　川面）

伊東市川奈1260
0三）57－45－159Jl
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四国ソフトテニス連盟事業計画

Ⅰ．　2019年度大会等日程

四国地区“一級審判員研修会　　　　2ノ13日（＝）愛媛県今治市

四国シングルス選手権大会　　　　2J123ロ（土）丸亀スポーツセンター

四国連盟定期総会　　　　　　　　2月23ロ（土）高松市

四国同体対抗ソフトテニス大会　　2ノり24ロ（H）善通寺市民体育館

四国選手権大会　　　　　　　　　5」112口（H）植島市大神了病院しあわ汁の里テニスう∴／クー

四国小学生大会　　　　　　　　　7月14日・15日高知県

国休四国ブロック入会　　　　　　日月17日（十）愛媛県大洲市平野テニスコート

四国競技者育成プログラム　　　　8月30日（金）～9／1日（口）今治市

日本実業団リーグ四国予選　　　　8ノり31日（土）香川県

四国シングルス選手権入会（予定）　未定　　　　　　高知県

四国団体対抗ソフトテニス大会　　未定　　　　　l曽1知県

Ⅱ．　協議・検討事項

1．四国選手権大会及び四国シングルス選手権大会に中学生の山場資格の検討

参考　用国連盟主催大会今後の予定【資料No．2】

徳島県ソフトテニス連盟事業計画

Ⅰ．2019年度行事

別表のとおり

Ⅱ．検討・提案事項

1．徳島・兵庫対抗戦の廃止に伴う新規提案について検討
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第2号議案

2019年度　事業計画（案）

徳島県ソフトテニス連盟90周年に向け、小学生からシニア層まで、気軽に楽しめ

る環境づくりを推進し、顛技力向上を目指す。

◆会員総活躍の徳島県ソフトテニス連盟

0　チャンピョンスポーツとして活躍できる環境づくり

◎　生涯スポーツとしていっまでも楽しめる環境づくり

1　普及振興事業

ソフトテニス愛好家の増員に向けた取り組みの充実を図る。

（1）2019年度スケジュールの完全実施

（2）小学生の普及活動を推進

・小学生連盟等が実施している事業を推進し、競技者の増加を凶る。

（3）日本連盟支援事業の活用

・日本連盟からの支援により普及振興を図る。

（4）大会の見直しについて

・時代に合った大会の実施に向けて見直しを図る－，

・クラブ対抗及び個人戦の出場枠の改正【資料No．31

・大会終了後のコート開放

（5）公認審判員・技術等級資格取得の促進

（6）西日本選手権大会の準備
・202（1年開催の西日本選手権入会の成功に向けた取り組み

2　競技力向上事業

国休全種目入賞の目標に向けた取り組みを図る。

（1）小学生の強化策
・高校と連携し小学生のレベルアップを目指す取り組みの継続

（2）競技者育成プログラムの継続

（3）徳島県及び徳島県体育協会の推進事業の活用

（4）指導者育成事業の推進

（5）国体強化の推進

・シングルス講習会の実施

・国体4種別の合同練習会の実施

3　環境と教育事業

日本ソフトテニス連盟の施策である青少年の健全育成及び環境と教育に取り組む

（1）頻境保全とマナー教育の推進

（2）暴力根絶の徹底

（3）ソフトテニス人口の増加対策の研究
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