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  ★　大　　会

米子ソフトテニス協会は、山陰地方のソフトテニスの技術の向上と
底辺拡大を目的とし、本年度は本要項により各大会を開催しますので、
愛好者の皆様多数のご参加をお願いいたします。

なお、本書をもって各大会案内に変えます。

米子ソフトテニス協会



　　　　　　　　　

*メールで申し込みの場合,必ず受付完了の返信メールを送ります。

　送信から３日以内に返信がない場合はお手数ですが連絡願います。

　　　　　　　

７．参加料　　

平成２９年度　大会実施共通要項

　　共通要項をここに揚げ、独自のものについては、各大会要項に掲げる。

１．試合方法

　(1) 試合は、参加チーム数によってトーナメント戦、又はリーグ戦を採用する。

　(2) 試合は全て現行の日本ソフトテニス連盟競技規則で行い、原則として７ゲ―ムとする。

　(3) 審判については大会当日、開会式にて発表する。

　(4) 団体戦は６人以上８人以内で１チームとする。

TEL　 090-7138-9246

４．申込について

申し込み締め切り時点で申し込みの部のペア数が2ペア以下で成立しないときは、
年齢の若い部に組み入れます。連絡はしませんのでご了承ください。なお、成立し
ないときに下の部への参加を取りやめられる場合は、申し込みに、その旨を書いて
いただくようお願いします。

２．試合会場　どらドラパーク米子庭球場　（砂入り人工芝コート）

３．申込先・問い合わせ先

　※申込は郵送またはメールでお願いします。（ＦＡＸでの申し込みはご遠慮ください）

　　　各要項に記載された以外の共通申込先

５．雨天時の問い合わせ先

　　基本的に雨でも行いますが、荒天等で問い合わせが必要な場合は下記に問い合わせください。

　　　　原口　090-7138-9246

６．種目毎の年齢制限

　　各要項を参照のこと。年齢は、大会当日の満年齢をもって基準とします。

個人戦１ペア 団体戦１チーム
一般・大学 ２，０００円 ４，０００円

＊全山陰壮年大会,真田杯,西島杯は各要項に掲げた額。
＊市民大会については,協会加盟団体に在籍している者に限り参加料を免除。
＊申込後の棄権の場合は参加料は支払う。

yonago_sta@yahoo.co.jp　(yonagoのあとはｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ(Shift+ろ)です)

＜メール＞米子ソフトテニス協会メールアドレス　

＜郵送＞〒689-3521　米子市河岡　500-16　　　原口　陽子

高専・高校 １，０００円 ２，０００円
小学生・中学生   　５００円 １，０００円

　　　本協会主催の大会に出場する際は、次に定める参加料を当日受付に支払う。
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（１） 第３８回　ナガセカップレディースソフトテニス大会

１． 主　　催 ：

２． 日　　時 ：

午前９時３０分開会式（開会式終了後試合開始）　　※８時３０分からコート使用可

３． 種　　別 ：

４． 試合方法 ：

５． 参加資格 ：

６． 申込期限 ：

７． そ の 他 ：

（２） 第６３回　全山陰壮年ソフトテニス大会

１． 日　　時 ：

２． 種　　別 ：

３． 試合方法 ：

４． 参加資格 ：

５． 参 加 料 ：

６． 申込期限 ：

（３）　第６４回　中学生ソフトテニス大会

１． 日　　時 ：

２． 種　　別 ：

３． 試合方法 ：

４． 参加資格 ：

５． 申込期限 ：

永瀬石油株式会社

平成２９年５月１４（日）　予備日なし

個人戦　

＊１部（フリー　※学生は不可）　　

＊２部（４０歳以上）

女性ペア。学生は不可。

平成２９年４月２８日（金）

参加賞、お弁当を用意しております。

平成２９年６月１１日（日）　　予備日なし

午前９時３０分開会式（開会式終了後試合開始）　　※８時３０分からコート使用可

＊３部（５０歳以上）

＊４部（６０歳以上）

＊５部（７０歳以上・初心者）

　※初心者：経験年数２年未満で大会経験の少ない方

予選リーグ、決勝トーナメントによる。

（１）個人戦

　＊シニア１部（男子満４５歳以上／女子フリー）

　＊シニア２部（男子満５５歳以上／女子満４０歳以上）

　＊シニア３部（男子満６５歳以上／女子満５０歳以上）

（２）団体戦

鳥取県西部及び島根県東部の中学校に在席の者

平成２９年７月１４日（金）　

平成２９年７月２９日（土）　予備日なし

午前９時開会式（開会式終了後試合開始）　　※８時からコート使用可

団体戦（一校各１チ―ム）　＊男子の部　＊女子の部

トーナメント　（申し込み数によっては予選リーグ）

４人以上８人以内で１チームとする。

予選リーグ、決勝トーナメントによる。団体はトーナメント

島根県、鳥取県の在住者

個人戦　１ペア　　３，０００円　

団体戦　１チ―ム　　　６，０００円

平成２９年５月２６日（金）
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（４）　第３８回　米子市少年育成ソフトテニス大会

１． 日　　時 ： 平成２９年８月５日（土）　予備日なし

午前９時開会式（開会式終了後試合開始）  　　※８時からコート使用可

２． 種　　別 ： 個人戦（出場数制限なし）＊男子の部　＊女子の部

３． 試合方法 ： トーナメント

４． 参加資格 ： 米子市の中学校１・２年生で試合のできる者

５．

（５） 第３１回西島杯争奪高校選手権ソフトテニス大会

１． 日　　時 ： 平成２９年８月１９日（土）　･･･男子　予備日なし　　

平成２９年８月２７日（日）  ･･･女子　予備日なし　　

午前９時開会式（開会式終了後試合開始）      ※８時からコート使用可

２． 会　　場 ： どらドラパーク米子庭球場

３． 種　　別 ： 団体戦（１校２チームまで）＊男子の部　＊女子の部

４． 試合方法 ： 予選リーグ、決勝トーナメントを原則とする。

５． 参加資格 ： 山陰地区の高校・高専及び要項を送付した近隣県の高校

６． 参 加 料 ： １チ―ム　３，０００円

７． 主    管 ： 鳥取県高体連ソフトテニス西部地区専門部

８． 申 込 先 ： 〒683-0051  米子市勝田町１番地      米子東高等学校　阿部裕平

※詳しくは別で開催通知を案内します。

（６）　第６６回　真田杯オープンソフトテニス大会

１． 日　　時 ： 平成２９年８月２０日（日）　予備日なし

午前９時開会式（開会式終了後試合開始）　　※８時からコート使用可

２． 種　　別 ： 個人戦

　　※一般のクラブに所属の高校３年生は高校生枠外で一般の部に出場可

３． 試合方法 ： リーグまたはトーナメント

４． 参 加 料 ： 一般・大学　１ペア　３，０００円　　　高校・高専　１ペア　２，０００円

５． 申込期限 ： 平成２９年８月４日（金）

６． そ の 他 ： 賞品抽選会があります

　参 加 料、申込期限、申込先

　　米子市の中学校のソフトテニス理事から、別途連絡します。

　　※３ペアで１チームとし、補欠１ペアを認める。

＊一般男子の部（高校生は１校４組まで）

＊成年男子の部　（満３５歳以上）  

＊一般女子の部（高校生は１校４組まで）

＊シニア男子３部（満６５歳以上）　

＊シニア女子３部（満６５歳以上）

＊成年女子の部　（満３５歳以上）

＊シニア男子１部（満４５歳以上）　

＊シニア女子１部（満４５歳以上）

＊シニア男子２部（満５５歳以上）　

＊シニア女子２部（満５５歳以上）
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（７） 第５６回　米子市民ソフトテニス大会

１． 日　　時 ：

２． 種　　別 ：

３． 試合方法 ：

４． 参加資格 ：

米子ソフトテニス協会員

※一般のクラブに所属の高校３年生は高校生枠外で一般の部に出場可

５． 参 加 料 ：

６． 申込期限 ：

（８） 第４５回　米子インドアソフトテニス大会

１． 日　　時 ：

２． 会　　場 ：

３． 種　　別 ：

４． 試合方法 ：

５． 参加資格 ：

６． 申込期限 ： 平成３０年２月２３日（金）

＊一般男子の部　　　

＊一般女子の部

＊シニア男子１部（５５歳以上）

＊シニア女子１部（５５歳以上）

＊シニア男子２部（７０歳以上）

平成２９年１０月９日（祝）　　予備日なし

午前９時開会式（開会式終了後試合開始）　　※８時からコート使用可

個人戦

＊小学生男子１部（フリー）

＊小学生女子１部（フリー）

＊小学生男子２部（4年生以下または経験1年以内の初心者）

＊小学生女子２部（4年生以下または経験1年以内の初心者）

＊中学男子の部　（一校４組まで）

＊中学女子の部　（一校４組まで）

＊一般男子の部　（高校男子は一校４組まで）

＊一般女子の部　（高校女子は一校４組まで）

＊成年男子の部　（満３５歳以上）

＊成年女子の部　（満３５歳以上）

＊シニア女子２部（７０歳以上）

　　※シニアの部は男女混成ペアの場合は、男子の部での参加は認めます。

＊シニア１部　（男子満４５歳以上）

リーグまたはトーナメント

米子ソフトテニス協会員を含むペアであること。

高校生は西部地区の高校４ペア以内。

※一般のクラブに所属の高校３年生は高校生枠外で一般の部に出場可

＊シニア２部　（男子満５５歳以上／女子満４０歳以上）

＊シニア３部　（男子満６５歳以上／女子満５０歳以上）

リーグまたはトーナメント。小学生の部は決勝戦を除き５ゲーム

米子市の在住者または米子市内の学校、事業所に通勤、通学する者。

協会加盟団体に在籍している者に限り参加料を免除します。

平成２９年９月２２日（金）

平成３０年３月１１（日）　予備日なし

午前９時15分開会式（開会式終了後試合開始）  　開場８：３０

米子産業体育館

個人戦
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（※） 県民スポレク祭　米子市予選

１． 日　　時 ：

２． 種　　別 ：

３． 試合方法 ：

本大会は米子市からは、各種別３チームまで本体化へ出場できる

１チームは、監督１名・選手８名以内とする

予選の結果により、成績上位者で３チームを構成する

混合１，２，３部については、男女を問わず３組でチームを構成する

（選手は男でも女でもよく、６人全員男、全員女でも可能）

４． 参加資格 ：

米子市の在住者であること（高校生も学校ではなく、居住地での参加とする）　　　　　　　　　　　   

５． 申込期限 ：

６． ： （1）日　　時：１０月２１日（土）　　小学生、中学生

　　　　　　　　１０月２２日（日）　　成年1～３部、混合１～３部

（2）会　　場：倉吉市営コート

（※） 平成２９年度　米子市民体育祭ソフトテニス大会

１． 日　　時 ：

（※）県公認審判員認定講習会及び連盟２級審判員認定検定会

１． 期　　日 ：

２． 会　　場 ：

３． 認定料等 ：

４． 申 込 先 ：

５． 問合せ先 ：

＊成年１部(１５歳以上）男子

＊成年１部(１５歳以上）女子

＊成年２部(３５歳以上）男子

＊成年２部(３５歳以上）女子

＊成年３部(４５歳以上）女子

平成２９年９月２（土）　　予備日：９月２３日（土）

午前９時３０分開会式（開会式終了後試合開始）※８時３０分からコート使用可

予選会実施種別

＊小学生の部男子

＊小学生の部女子

平成２９年８月１８日（金）

県大会の
日程等

平成２９年７月２日（日）　予備日：７月１６日（日）

※詳細は未定

＊混合１部(４５歳以上）男女を問いません（男同士、女同士でも可）

＊混合２部(５５歳以上）男女を問いません（男同士、女同士でも可）

＊混合３部(６５歳以上）男女を問いません（男同士、女同士でも可）

現行の日本ソフトテニス連盟の競技規則による

年齢は４月１日現在の満年齢とする

米子ソフトテニス協会審判部      石原寛哲　０９０－９４６４－１７２５

＊連盟２級審判員（一般）

　　更新　３，５００円（更新料　２，０００円　検定会参加料　１，５００円）

　　新規　４，５００円（認定料　３，０００円　検定会参加料　１，５００円）

＊ソフトテニスハンドブック   　１冊　１，０００円

当日、直接会場に来ること。　　　　　　　　　　　　　　

平成３０年３月１１日（日）　午前１０時

米子産業体育館・会議室

＊県公認審判員

　　満１３歳以上で県が主催する大会の審判員として能力があること

　　新規　１，５００円
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