
月 日 大会名 会場 内訳 日 大会名 会場
8 第6回ルーセントカップ 大神子 予備なし 1 四国四県対抗インドア大会 高知市

20 全国福祉・マスターズ県予選 蔵本 3/22予備 26~28 都道府県中学生大会 伊勢市
20 県シングルス選手権大会兼全日本予選 蔵本 3/22予備 28~30 全日本高校選抜大会 豊田市

28~29 蔵本中学団体戦 蔵本 予備なし 29~31 全国小学生大会 白子町
4 春季小学生大会 蔵本 4/25予備

5 四国選手権県予選 大神子 4/19予備  

11 県ｓｔｅｐ3選考会 蔵本 4/18予備　南部

12 春季クラブ対抗 大神子 4/19予備  

16 春季レディース大会 蔵本 4/23予備

25 県中学選手権大会団体戦 大神子 4/26予備　

29 近県小学生徳島カップ 大神子 予備なし

2~4 県高校選手権大会 蔵本 5/5予備 4~5 アジア選手権代表予選会 四日市
3 全日本実業団選手権県予選 南部 5/4予備　 10 四国選手権大会 高知市
9 全日本小学生県予選 蔵本 5/16予備 16~17 全日本シングルス選手権大会 金沢市

10,16 県中学生選手権大会 大神子 5/17予備 24 四国レディース大会 香川県
17 全日本レディース県予選 蔵本 予備なし

23 徳島市会長杯 蔵本 5/24予備

30,31 国体予選（成年男女） 南部 6/6・7予備　南部

4~8 県高校総体 蔵本 6/9予備 12~14 全日本学生王座決定戦 岡山県
13~14 中学プリンスカップ 大神子 予備なし 20~21 四国高校選手権大会 香川県
20~22 徳島市中学総体 蔵本 6/24・25･26予備 24~28 ハイスクールジャパンカップ 札幌市
20~21 小松島市中学総体 大神子 6/23予備 東日本学生選手権大会

20~21 阿南市中学総体 南部 6/22予備 20~21 全日本ミックスダブルス選手権大会 大分市
28 小学生審判講習会 鳴門
4~5 国体少年の部予選会 蔵本 7/18予備　南部　 3~7 西日本学生選手権大会 今治市

11~12 西日本選手権大会（10午後練習コート） 蔵本 7/13予備 4~5 西日本シニア選手権大会 高松市他
西日本選手権大会（10午後練習コート） 大神子 7/13予備 東日本シニア選手権大会 ？
西日本選手権大会 鳴門 7/13予備 11~12 西日本選手権大会 徳島市

19 全日本総合徳島県予選 蔵本 7/26予備　南部 四国小学生大会 高知
22~25 県中学総体 大神子 7/26予備 18~19 東日本選手権大会 札幌市
27~28 四国高校夏季大会 大神子 予備なし 21~23 全日本レディース　個人 宇部市
29~30 中学生うだつカップ大会 大神子 予備なし

1 四国中学総体強化練習会 大神子 7~8 四国中学総体 徳島市
2 中学生指導者講習会 大神子 5~12 全日本高校選手権大会　　 福知山市

3~4 県中学校学年別大会 大神子 8/5予備 5~10 全日本学生選手権大会 石川県
6 四国中学総体（前日準備） 大神子 8~10 全日本実業団選手権大会 鈴鹿市

7~8 四国中学総体 大神子 7/9予備 13~16 全日本小学生選手権大会 福岡市他
12 県中学夏季研修大会 大神子 8/13予備 15 国体四国予選 高松市

14.17.24 中学生審判講習会 蔵本 18~20 全日本中学生選手権大会 浜松市
19~20 県高校夏季大会 蔵本 8/21予備 23~29 日・韓・中ジュニア大会 秋田市
22 徳島市選手権大会 蔵本 8/29予備　 25~27 全日本レディース　決勝大会 一宮市
23 ルーセント小学生大会 蔵本 8/29予備　 28~30 四国アンダープログラム(ｓｔｅｐ3) 今治市
29 実業団リーグ四国予選 鳴門 8/30予備　 29 実業団リーグ四国予選 徳島県鳴門市

29~30 中学研修大会 大神子 予備なし

12~13 県中学新人大会 大神子 9/22予備 5~6 全日本社会人選手権大会 長浜市
12 四国小学生学年別大会県予選 蔵本 9/27予備　大神子 19~20 JOCジュニアオリンピックカップ大会 広島市
20 徳島県秋季クラブ対抗戦 大神子 11/15予備 19~20 日本マスターズ 今治市
26 すだちくんカップ 大神子 9/27予備 25~28 秋季四国学生選手権 徳島市

25~28 秋季四国学生選手権 蔵本 26~27 全日本シニア選手権大会 岡山県

3~4 徳島市中学新人大会 蔵本 9~12 国民体育大会 鹿児島市
4 徳島県選手権大会 南部 11/15予備　大神子 23~25 全日本総合選手権大会 一宮市
8 ヨネックスレディース大会 蔵本 10/15予備 30~1 日本実業団リーグ 福知山市
10 小松島市中学新人大会 大神子 10/11予備 31~1 全日本クラブ選手権大会 白子町

10~11 県高校新人大会（個人） 蔵本 10/24予備 31~2 ねんりんピック 岐阜県
17 徳島県健康福祉祭 蔵本 10/19予備

24 県中学新人大会（団体戦） 大神子 10/25予備

31 高校選抜大会県予選（団体戦） 蔵本 11/1予備

3 県ソフトテニス祭 大神子 11/21予備 15~16 全日本学生インドア 小田原市
7 徳島市スポレク 蔵本 11/8予備 22 四国レディースルーセントカップ 高知市
14 阿波銀行カップ 大神子 11/21予備 27~30 競技者育成プログラム 宮崎市
22 県高校シングルス大会 大神子
23 中学生都道府県選考会 大神子 予備なし

28 小学生ササクラ杯 大神子 11/29予備

28~29 中学選抜シングルス大会 南部 予備なし

5 徳島市団体戦 蔵本 12/6予備

5 高校選抜最終県予選 阿南スポセン 12/4準備 10~13 日本リーグ 豊田市
12~13 中学プリンス大会 大神子 予備なし 26~27 日本リーグ入れ替え戦 福山市

24 県一般インドア大会 阿南市スポーツセンター

31 四国一級審判更新研修会 B&G体育館、研修室

四国高校選抜予選 愛媛県
13~14 四国医科大学大会 大神子 予備なし 7 全日本インドア（もしくは　1/31） 大阪市

6~7 中学うだつカップ大会 大神子 予備なし 6 四国シングルス選手権大会 今治市
14 阿波ルーセントカップ 大神子 13前日練習４面　予備なし 7 四国四県対抗インドア大会 今治市
21 マスターズ・全国ねんりん県予選 蔵本 3/28予備　南部 26~28 都道府県中学生大会（予定） 伊勢市
21 県シングルス選手権大会兼全日本予選 蔵本 3/28予備　南部 28~30 全日本高校選抜大会 名古屋市

27~28 中学蔵本団体戦 蔵本 予備なし 29~31 全国小学生大会（予定） 白子町
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　　　　　　令和2年度(2020年)行事予定表　　　       徳島県ソフトテニス連盟
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4

3

7

5

6

ryuto
打ち消し

ryuto
タイプライタ
4/11

ryuto
タイプライタ
（一般男女以外）

ryuto
タイプライタ

ryuto
タイプライタ
4/19 四国選手権県予選（一般男女のみ）＠大神子

ryuto
打ち消し

ryuto
打ち消し

ryuto
タイプライタ
18

ryuto
打ち消し

ryuto
打ち消し

ryuto
打ち消し

ryuto
タイプライタ
19

ryuto
矢印

ryuto
打ち消し

ryuto
タイプライタ
25

ryuto
打ち消し

ryuto
タイプライタ
2020.03.21


