
 

 

 

 

平成２9年度 

 

和歌山県ソフトテニス連盟主催大会 

開催要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

県内大会申込について 
 

 ・大会要項は和歌山県ソフトテニス連盟ホームページ 

(http://www.soft-tennis.com/wakayama/)に掲載しています 

 ・大会要項は冊子または連盟ホームページを参照して、期日までに申し込みください 

 ・大会申込書について、連盟ホームページからダウンロードできます 

 ・各大会締め切り日 

大会名 会場 大会日 申込締め切り 

和歌山県シングルス選手権大会 紀三井寺コート８面 ４月 ８日（土）  ３月１８日（土） 

和歌山県春季大会 紀三井寺コート８面 ４月 ９日（日）  ３月１８日（土） 

日本スポーツマスターズ県予選会 紀三井寺コート６面 ４月１６日（日）  ３月３０日（木） 

国体選考会 紀三井寺コート４面 ４月１５日（土）・１６日（日）  ４月１０日（月） 

和歌山県選手権大会 つつじが丘コート８面 ８月 ６日（日）  ７月２１日（金） 

和歌山県秋季大会 紀三井寺コート８面 ９月２４日（日）  ９月 ８日（金） 

和歌山県支部対抗 海南東部コート６面 １１月１９日（日） １１月 ４日（土） 

和歌山県インドア選手権大会 つつじが丘室内４面 １２月２３日（土）・２４日（日） １２月 ７日（木） 

 ・申し込み先   〒648－0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 

            西畑雅司方 和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 宛 

            電話  ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ ０７３６－５４－４７３０ 

           Ｅ-mail： wsta.2015.0002@gmail.com        

           (メールでの申し込みは、受付確認をしてください) 

 

 

近畿選手権、西日本選手権、西日本シニアの申し込みについて 
 

・大会要項は和歌山県ソフトテニス連盟ホームページ 

(http://www.soft-tennis.com/wakayama/)に掲載しています 

・申込用紙は各支部長宛送付するので、所定の申込用紙に記入してください 

・申込書と参加料を同封して、現金書留にて送付してください 

・申し込み先   〒641－0036  和歌山市西浜三丁目４番２６号 

            松岡智央方 和歌山県ソフトテニス連盟事務局 宛 

               電話 ０７３－４１２－８１８１ 

大会名 会場 大会日 申込締め切り 

・近畿選手権大会 奈良県明日香村 ５月６日（土）・７日（日） ３月２８日（火） 

・西日本シニア選手権大会 鳥取県鳥取市 ６月２４日（土）・２５日（日） ４月２０日（木） 

・西日本選手権大会 島根県松江市・出雲市 ７月１５日（土）・１６日（日） ４月２０日（木） 



 

 

全日本大会の申し込みについて 

 
                            申込先   松岡智央 宛   

大会名 会場 大会日 申込締め切り 

全日本シングルス選手権大会 香川県高松市 ５月１３日（土）・１４日（日） ４月 ９日（土） 

全日本実業団選手権大会 福井県福井市他 ７月２８日（金）～３０日（日） ６月 １日（水） 

全日本社会人選手権大会 熊本県熊本市 ９月２日（土）・３日（日） ７月 １日（金） 

全日本シニア選手権大会 石川県金沢市他 ９月２９日（金）～１０月１日（日） ７月２５日（月） 

全日本総合選手権大会 群馬県前橋市 １０月２０日（金）～２２日（日） ９月 １日（木） 

全日本クラブ選手権大会 千葉県白子町 １０月２８日（土）・２９日（日） ９月１１日（月） 

 ・申し込み先   〒641－0036  和歌山市西浜三丁目４番２６号 

            松岡智央方 和歌山県ソフトテニス連盟事務局 宛 

            電話・ＦＡＸ ０７３－４１２－８１８１ 

参加料を添えて申し込みください 

 

ゆうちょ銀行から送金   

口座：和歌山県ソフトテニス連盟 記号番号：１４７００－２１６３７７２１ 

銀行から送金 

  口座：和歌山県ソフトテニス連盟 支店名：四七八（ヨンナナハチ） 

  店番：４７８ 口座番号：普通 ２１６３７７２ 



 

 

平成２９年度 和歌山県ソフトテニスシングルス選手権大会要項 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年４月８日（土） 

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート 砂入り人工芝８面 

         和歌山市毛見２００番地 ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   男子・女子（年齢制限なし） 

         ※ 全日本シングルス大会の予選を兼ねる 

５．試合方法   予選リーグ戦及び決勝トーナメント 

         （但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①和歌山県ソフトテニス連盟に所属する各支部の会員であること 

         ②日本ソフトテニス連盟公認審判員制度の有資格者であること 

         ③高校生は高体連より推薦された選手（１６名以内） 

７．参 加 料     １人 ２，０００円 

         但し、日本ソフトテニス連盟未登録者は３，０００円 

８．参加条件   ①ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

         ②開会式には所定時間までに受付完了し、必ず参加 

         ③審判ワッペン及びイエローカードを携帯 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                     和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

         ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

            〆切 ３月１８日（土）厳守 

１０．そ の 他  ①全日本シングルス選手権大会 

男女各上位４名を全日本シングルス選手権大会の代表に推薦する 

平成２９年５月１３日（土）～１４日（日） 開催地 香川県高松市 

 



 

 

平成２９年度 和歌山県ソフトテニス春季大会要項 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年４月９日（日）  

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート 砂入り人工芝８面 

         和歌山市毛見２００番地 ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   男子・女子 

         一般の部 

成年の部（３５歳以上） 

シニア５０歳以上 

シニア６０歳以上 

シニア７０歳以上 

５．試合方法   予選リーグ戦及び決勝トーナメント 

          （但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①和歌山県ソフトテニス連盟に所属する各支部の会員であること 

         ②日本ソフトテニス連盟公認審判員制度の有資格者であること 

７．参加条件   ①ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

         ②開会式には所定時間までに受付完了し、必ず参加 

③審判ワッペン及びイエローカードを携帯 

④年齢は平成２９年４月１日現在である 

８．参 加 料     １ペア ３，０００円 

※日本ソフトテニス連盟未登録者は４，５００円とする 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                      和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

          ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

             〆切 ３月１８日（土）厳守 

１０．そ の 他  申し込みペアが３ペア未満の場合、実施しない 

なお、参加ペア数が少ない場合、参加種別を変更可          



 

 

平成２９年度 日本スポーツマスターズ大会県予選会要項 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年４月１５日（土） 

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート 砂入り人工芝 

         和歌山市毛見２００ ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   ３５歳以上男子・女子 

         ４５歳以上男子・女子 

         ３５歳以上の女子と４５歳以上男子の混合 

５．試合方法   予選リーグ戦及び決勝トーナメント 

          （但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①日本ソフトテニス連盟の登録者で公認審判員制度の有資格者であること 

         ②第７２回国民体育大会ソフトテニス競技会に参加する選手を除く 

         ③年齢は平成２９年４月１日現在である 

         ④１人１種別の出場とする 

７．参加条件   ①ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

         ②開会式には所定時間までに受付完了し、必ず参加すること 

         ③審判ワッペン及びイエローカードを携帯 

８．参 加 料     １ペア ３，０００円 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                       和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

           ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

             Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

〆切 ３月３０日（木）厳守 

１０．そ の 他  ①日本スポーツマスターズ大会 

           平成２９年９月１６日（土）～９月１８日（月）開催地 兵庫県神戸市 

         ②申込者の無い種別については、和歌山県ソフトテニス連盟の推薦を以て 

           選手を選考する 



 

 

国体選考会要項（成年女子） 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年６月４日（日）  

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート  

         和歌山市毛見２００番地 ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   成年女子（年齢制限なし） 

５．参加資格   ①参加する選手の所属は居住地もしくは勤務先の現住所とする 

          ア．居住地・・・住民登録・日常生活をしている場所の２つの条件 

を満たしていること 

          イ．勤務地・・・勤務先の住所 

          （例）大阪府に居住地があり勤務先が和歌山県の場合、何れかの県 

から出場することができる 

             但し、前年度と違う県からの出場はできない 

          ウ．ふるさと制度の活用 

         ②県連盟と日本連盟の両方に登録された選手であること 

６．選考方法   ①トーナメントまたはリーグ戦による行う 

         ②上位４ペアの選手を強化選手とし、平成２９年８月１３日の最終選 

考会で５名を決定する 

７．参 加 料     １ペア３０００円 

８．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒640－8255 和歌山市舟津町３－２ ヴァンティアン舟津４０１号 

                  和歌山県ソフトテニス連盟強化委員会 玉井俊充 宛 

          〆切  ５月 ２６日（金） 

９．そ の 他   社会人と学生のペアは社会人の所属クラブより申し込むこと 



 

 

国体選考会要項（成年男子） 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年６月１８日（日）  

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート  

         和歌山市毛見２００番地 ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   成年男子（年齢制限なし）で 

５．参加資格   ①参加する選手の所属は居住地もしくは勤務先の現住所とする 

          ア．居住地・・・住民登録・日常生活をしている場所の２つの条件 

を満たしていること 

          イ．勤務地・・・勤務先の住所 

          （例）大阪府に居住地があり勤務先が和歌山県の場合、何れかの県 

から出場することができる 

             但し、前年度と違う県からの出場はできない 

          ウ．ふるさと制度の活用 

         ②県連盟と日本連盟の両方に登録された選手であること 

６．選考方法   ①トーナメントまたはリーグ戦による行う 

         ②上位６ペアの選手を強化選手とし、平成２９年８月１２日～１３日 

の最終選考会で５名を決定する 

７．参 加 料     １ペア３０００円 

８．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒640－8255 和歌山市舟津町３－２ ヴァンティアン舟津４０１号 

                  和歌山県ソフトテニス連盟強化委員会 玉井俊充 宛 

          〆切  ６月 ９日（金） 

９．そ の 他   社会人と学生のペアは社会人の所属クラブより申し込むこと 



 

 

平成２９年度 和歌山県ソフトテニス選手権大会 

兼全日本総合選手権大会県予選大会要項 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年８月６日（日） 午前９時００分開始 

３．会  場   和歌山市つつじが丘テニスコート 砂入り人工芝 

         和歌山市つつじが丘４-４  ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   男子・女子 

５．試合方法   予選リーグ戦及び決勝トーナメント 

          （但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①和歌山県ソフトテニス連盟に所属する各支部の会員であること 

         ②日本ソフトテニス連盟公認審判員制度の有資格者であること 

         ③高校生は高体連より推薦された選手（１６ペア以内） 

７．参 加 料     １ペア ３，０００円 

           但し、日本ソフトテニス連盟未登録者は４，５００円 

８．参加条件   ①ユニフォームにはゼッケンをつける 

         ②開会式には所定時間までに受付完了し、必ず参加する 

         ③審判ワッペン及びイエローカードを携帯する 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                      和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

          ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

            Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

          締め切り ７月２１日（金） 

１０．その他   各種別の上位２ペアを「全日本総合選手権大会」の代表選手に         

推薦する。 

開催予定地    群馬県 前橋市 

          



 

 

平成２９年度 和歌山県ソフトテニス秋季大会要項 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年９月２４日（日） 午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺公園テニスコート 砂入り人工芝８面 

         和歌山市毛見２００番地 ℡０７３－４４４－７５６５ 

４．種  別   男子・女子 

         一般の部 

         成年の部（３５歳以上） 

         シニア５０歳以上 

         シニア６０歳以上 

シニア７０歳以上 

         但し、参加申込数が３ペア未満の場合は下の年齢に属する 

５．試合方法   リーグ・トーナメント（但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①和歌山県ソフトテニス連盟に所属する各支部の会員であること 

         ②日本ソフトテニス連盟の公認審判員制度の有資格者であること 

③年齢は平成２９年４月１日現在である 

７．参加条件   ①ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

          ②開会式には、所定時間までに受付を完了し必ず参加する 

③審判ワッペン及びイエローカードを携帯 

８．参 加 料     １ペア３，０００円  

          但し、日本ソフトテニス連盟未登録者は４，５００円 

          当日棄権の場合は、所属クラブにおいて納入してください 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、クラブ単位で下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                       和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

           ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

           Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com       

                〆切 ９月 ８日（金） 

９．そ の 他   申し込みペアが３ペア未満の場合、実施しない 

なお、参加ペア数が少ない場合、参加種別の変更可 

 

 



 

 

平成２９年度 和歌山県支部対抗ソフトテニス大会開催要項 

 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．主  管   海南・海草支部 

３．日  時   平成２９年１１月１９日（日）  

午前８時３０分監督会議 ９時開会式 

４．会  場   海南市東部テニスコート 

          〒６４０－１１７４ 海南市木津３８２ 

           ℡ ０７３-４８７－４４００ 

５．種  別   男子の部 

         一般２ペア・成年・５０歳以上・６５歳以上 

         女子の部 

         一般・成年・５０歳以上 

         ※成年・５０歳・６５歳はペアそれぞれ７０歳・１００歳・１３０歳 

で可とする 

６．年齢基準   平成２９年 ４月 １日現在の年齢による 

７．参加資格   ①支部に所属しているクラブの会員であること 

         ②支部に居住している選手であること 

         ③支部出身の選手であること 

８．参加制限   ①国体強化選手 

         ②全日本選手権出場選手 

９．参 加 料     男子１０，０００円、女子６，０００円 

10．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                       和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

           ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込） 

 Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

              〆切 １１月４日（土） 

11．そ の 他    ①昨年度優勝支部は優勝盾を持参すること 

男子 和歌山市  女子 那賀 



 

 

平成２９年度 和歌山県ソフトテニスインドア選手権大会要項 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．日  時   平成２９年１２月２３日（土）  

成年の部・シニア５０歳以上・シニア６０歳以上・シニア７０歳以上 

平成２９年１２月２４日（日）  

一般の部 

 午前９時００分受付 ９時１５分開始 

３．会  場   平成２９年１２月２３日（土）和歌山市つつじが丘屋内テニスコート 

平成２９年１２月２４日（日）和歌山市つつじが丘屋内テニスコート 

４．種  別   男子・女子  

         一般の部 （年齢を問わずすべての選手）  

         成年の部 （３５歳以上）  

         シニア５０歳以上の部 

         シニア６０歳以上の部 

         シニア７０歳以上の部 

         ※年齢は平成２９年４月１日現在とする 

５．試合方法   リーグ・トーナメント（但し、参加組数によりトーナメントの場合もある） 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 

         ７回ゲームとする 

６．参加資格   ①和歌山県ソフトテニス連盟に所属する各支部の会員であること 

         ②日本ソフトテニス連盟の公認審判員制度の有資格者であること 

         ③中体連推薦４ペア、高体連推薦１６ぺア以内とする 

７．参加条件   ①ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

②開会式には所定時間までに受付完了し、必ず参加すること 

③審判ワッペン及びイエローカードを携帯 

８．参 加 料     １ペア ３，０００円  

          但し、日本ソフトテニス連盟未登録者は４，５００円 

           当日棄権の場合は、所属クラブにおいて納入してください 

９．参加申込     所定の申込書に必要事項を記入の上、クラブ単位で下記に申し込むこと 

〒648-0151  伊都郡九度山町慈尊院７１ 西畑雅司 方 

                        和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

            ＴＥＬ ０７３６－５４－２０９７ 

ＦＡＸ  ０７３６－５４－４７３０（郵送またはＦＡＸにて申込み） 

 Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

             〆切 １２月 ７日（木） 

１０．そ の 他   種別において参加組数が３ペアに満たない場合は、種別の変更可とする 



「　男子　・　女子　」

種別 氏名 年齢 生年月日 会員登録番号

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

平成２９年度  和歌山県ソフトテニス連盟主催大会　参加申込書

大会名（　　　　　　　　　　　　　　　　　大会）

住所

連絡先　℡

　　　　※　種目別に分けて、強い順に記入してください

上記の通り　　　　　　　組申し込みます 平成　　　　年　　　　月　　　　日

団体名

申し込み責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



種別 氏名 年齢 生年月日 会員登録番号

住所

連絡先℡

上記の通り（　　　　　）人申し込みます

クラブ名

平成２９年度　和歌山県ソフトテニスシングルス選手権大会　参加申込書

所属団体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　　　年　　　　月　　　　日

申込責任者

「　男子　・　女子　」



種別 氏名 年齢 生年月日 会員登録番号

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

上記の通り参加料（　　　　　　　　　円×　　　　　　　組）　相添え申込みいたします。

和歌山県ソフトテニス連盟　　御中

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日

※申込締め切り　日本連盟〆切１０日前

※参加料振込先
①ゆうちょ銀行から送金の場合

②普通銀行から送金の場合

平成２９年度  日本ソフトテニス連盟主催大会　参加申込書

大会名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支店名：四七八（ヨンナナハチ）　和歌山県ソフトテニス連盟

店番：４７８　口座番号：普通　２１６３７７２

団体名

申し込み責任者

住所

連絡先　　℡

口座１４７００－２１６３７７２１　和歌山県ソフトテニス連盟

※申込先
〒641-0036　和歌山市西浜三丁目４番２６号
松岡智央方　和歌山県ソフトテニス連盟事務局



種別 後・前 氏名 年齢 生年月日 所属 種別 後・前 氏名 年齢 生年月日 所属

一 一

般 般

一 3

般 5

3 5

5 0

5

0

6

5

：

：　（　　　　　　　　）ー（　　　　　　　　）ー（　　　　　　　　　　　）

支　部　名

申込責任者

住　　　　所

連　絡　先

弁当必要数 　　　　　　個

平成２９年度 和歌山県各支部対抗ソフトテニス選手権大会申込書

男子監督

女子監督

男子の部 女子の部

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日

：

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


