
 

 

 

 

令和２年度（２０２０年） 

 

 

和歌山県ソフトテニス連盟主催大会 

開催要項 

【Ｒ2.4.1現在】 

 

 

 

 

 

 



大会名 会場 大会日 申し込み締め切り日

和歌山県シングルス選手権大会 紀三井寺テニスコート ３月２２日（日） ３月　６日（金）

和歌山県選手権大会 紀三井寺テニスコート ７月　５日（日） ６月１９日（金）

和歌山県秋季大会 つつじが丘室内テニスコート ９月２２日（火） ９月１１日（金）

和歌山県支部対抗大会 紀三井寺テニスコート １１月１５日（日） １１月５日（木）

和歌山県インドア選手権大会 つつじが丘室内テニスコート １２月２６日（土）・２７日（日） １２月１８日（金）

申し込み先　（郵送）

（メール）

・各大会締め切り日

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　　　　　　　　　

・大会要項は連盟ホームページを参照して、期日までに申し込みを行う

・大会申込書は連盟ホームページからダウンロードできる

〒６４０－０１０２　和歌山市深山８－６７　榎本弘美方

　和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局　宛

電話　０９０－３２６９－８１９３

Email： wsta.2015.0002@gmail.com　（連盟事務局あて）

　　　※メールでの申し込みは、受付確認を申込締切までに返信します



大会名 会場 大会日 申し込み締め切り日

・近畿選手権大会 奈良県明日香村 ５月９日（土）・１０日（日） ３月２７日（金）

・西日本シニア選手権大会 香川県高松市他
７月　４日（土）・　５日

（日）
４月２２日（月）

・西日本選手権大会 徳島県徳島市
７月１１日（土）・１２日

（日）
４月３０日（金）

大会名 会場 大会日 申込締め切り日

第９回アジア競技大会予選 三重県四日市市 ５月　４日（月）～　５日（火） ３月１３日（金）

第２７回全日本シングルス選手権大会 石川県金沢市 ５月１６日（土）・１７日（日） ４月　３日（金）

第１回全日本ミックスダブルス選手権大会 大分県大分市 ６月２０日（土）・２１日（日） ５月　１日（金）

第６５回全日本実業団選手権大会 三重県鈴鹿市 ８月　８日（金）～１０日（日） ６月　５日（金）

第４８回全日本社会人選手権大会 滋賀県長浜市 ９月　５日（土）・　６日（日） ７月１７日（金）

第２４回全日本シニア選手権大会 岡山市備前市他 ９月２６日（金）・２７日（日） ８月　７日（金）

第７５回全日本総合選手権大会 愛知県一宮市 １０月２３日（金）～２５日（日） ９月　１日（火）

第２７回全日本クラブ選手権大会 千葉県白子町 １０月３１日（土）・１１月　１日（日） ９月　８日（火）

　　　・申し込み先

　　　　　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　     　　　

                             

ゆうちょ銀行から送金

                        

銀行から送金

　　            

                            

・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する

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

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　２１６３７７２１

・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　　　〒640－8482　　和歌山市六十谷４５　

　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市立和歌山高等学校　除田雅之　宛

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０８０－３８８１－６６９１

全日本大会の申し込みについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込先　　　除田雅之　宛

〒640－8482　　和歌山市六十谷４５

和歌山市立和歌山高等学校内　除田雅之　宛

連絡先　０８０－３８８１－６６９１

参加料を添えて申し込みください

口座：和歌山県ソフトテニス連盟　記号番号：１４７００－２１６３７７２１



開催中止 

 

令和２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   令和２年４月１１日（土）  

         午前９時００分開始 

３．会  場   紀三井寺テニスコート 砂入り人工芝８面 

         和歌山市毛見２０００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日本ソフトテニス技術等級制度２級以上および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人以内） 

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 

〒640-0102  和歌山市深山８－６７ 榎本弘美方 

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

         ＴＥＬ ０９０－３２６９－８１９３ 

Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

     （メールでの申し込み可：連盟事務局あて） 

      ※メールの場合は〆切までに受付確認を返信しますの 

          で、確認し返信の無い場合は上記まで連絡ください 

            〆切 ３月２７日（金）厳守 

１０．そ の 他  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 

         開催地 石川県金沢市  令和２年５月１６日（土）～１７日（日） 



 

 

開催中止 

 

第９４回天長西日本ソフトテニス大会要項 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

和歌山天長クラブ 

２．日  時   令和２年４月２６日（日） 午前９時００分開始 

３．会  場   つつじヶ丘テニスコート 砂入り人工芝１６面 

         和歌山市つつじヶ丘４丁目４番地 ℡０７３－４８８－５７０２ 

４．種  別   一般男子・ 

シニア１部（男子 40 歳以上） 

         シニア 2 部（男子 50 歳以上） 

         シニア 3 部（男子 60 歳以上・女子 50 歳以上） 

         シニア 4 部（男子 65 歳以上・女子 55 歳以上） 

シニア 5 部（男子 70 歳以上・女子 60 歳以上） 

シニア 6 部（男子 75 歳以上・女子 65 歳以上） 

         シニア 7 部（男子 80 歳以上・女子 70 歳以上） 

５．試合方法   リーグ・トーナメント戦 

         ルールはソフトテニスハンドブックによる 7 ゲームマッチ 

６．参加資格   日本ソフトテニス連盟会員登録者 

７．参加条件   ・ゼッケンをつける（日本ソフトテニス連盟規定に基づく） 

          ・開会式には、所定時間までに受付を完了し必ず参加する 

８．試合球     ケンコー、ダンロップ 

９．参 加 料     １ペア５，０００円 （参加賞、弁当、スポーツ傷害保険等含む） 

         振込先 ゆうちょ銀行  

口座記号 00950-5 口座番号 124615 和歌山天長クラブ  

10．参加申込     〒640-8482  和歌山市六十谷６９８－５６ 菅野 平 方 

                      和歌山天長クラブ 宛 

          ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７３－４６１－６９３３ 

         〆切 ３月１６日（月） 

11．そ の 他   大会開催中のいかなる事故についても主催者は責任を負えませんので 

ご承知ください 

 



 

 

令和２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   令和２年７月５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 

         和歌山市毛見２００番地 ℡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 

〒640-0102  和歌山市深山８－６７ 榎本弘美方 

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

         ＴＥＬ ０９０－３２６９－８１９３ 

           Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

               （メールでの申し込み可） 

          締め切り ６月１９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   愛知県 一宮市 １０月２３日（金）～２５日（土） 

          



 

 

令和２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   令和２年９月２２日（火） 午前９時００分開始 

３．会  場   つつじヶ丘テニスコート 砂入り人工芝８面 

         和歌山市つつじヶ丘４丁目４番地 ℡０７３－４８８－５７０２ 

４．種  別   男子・女子 

         一般の部 

         ３５歳以上 

         ４５歳以上 

         ５５歳以上 

６５歳以上 

７５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年齢は令和２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 

〒640-0102  和歌山市深山８－６７ 榎本弘美方 

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

          ＴＥＬ ０９０－３２６９－８１９３ 

         Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com       

              （メールでの申し込み可） 

                〆切 ９月１１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 

 



 

 

令和２年度 和歌山県支部対抗ソフトテニス大会開催要項 

 

 目 的   本大会を通じて和歌山県支部相互間の親睦と会員の健康増進を図り 

生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする 

 

１．主  催   和歌山県ソフトテニス連盟 

２．主  管   和歌山市支部 

３．日  時   令和２年１１月１５日（日）  

午前８時３０分監督会議 ９時開会式 

４．会  場   紀三井寺テニスコート８面 

          和歌山市毛見２０００番地   

℡０７３－４４４－７５６５  

５．種  別   チーム対抗の団体戦 

６．ル ー ル      日本ソフトテニス連盟のソフトテニスハンドブックにより行う 

７．チーム編成  監督１人 選手１４人（男子９人・女子５人） 

         男子 一般・３５歳以上・５０歳以上・６５歳以上 

         女子 一般・４５歳以上 

         混合 女子５０歳以上と男子６０歳以上のペア 

８．年齢基準   一般は１８歳以上の社会人 

男子３５歳・５０歳・６５歳、女子４５歳はペアでそれぞれ７０歳・１００

歳・１３０歳と９０歳を可とするが、ペアの下限を 5 歳以内とする 

   令和２年度に基準の年齢に達する者。 

９．参加資格   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か支部出身の選手であること 

         ③選手編成の困難な支部は、他支部からの参加を可とする。ただし、当該支

部長の承諾を得ること 

10．参加制限   国体出場選手、全日本選手権出場選手は除く 

11．試合方法   ①点取り法による７ペア対抗戦（７ゲーム） 

         ②予選リーグと決勝戦・順位決定戦 

         ③試合順序 

          一般男子→４５歳女子→６５歳男子→混合→５０歳男子→ 

一般女子→３５歳男子 

12．表  彰   優勝・準優勝・第３位 

13．参 加 料     １５，０００円 

14．参加申込     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 

〒640-0102  和歌山市深山８－６７ 榎本弘美方 

                和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

                         ＴＥＬ ０９０－３２６９－８１９３ 

 Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com（メールでの申し込み可）               

              〆切 １１月５日（木） 

15．そ の 他    ①昨年度優勝・準優勝支部は優勝カップを持参すること 



 

 

令和２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   令和２年１２月２６日（土）  

３５歳以上・４５歳以上・５５歳以上・６５歳以上・７５歳以上 

令和２年１２月２７日（日）  

一般の部 

 午前９時００分受付 ９時１５分開始 

３．会  場   １２月２６日（土）和歌山市つつじが丘屋内テニスコート 

１２月２７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）  

         ３５歳以上  

         ４５歳以上 

         ５５歳以上 

         ６５歳以上 

         ７５歳以上 

         ※年齢は令和２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 

〒640-0102  和歌山市深山８－６７ 榎本弘美方 

                和歌山県ソフトテニス連盟大会事務局 

                         ＴＥＬ ０９０－３２６９－８１９３ 

 Ｅ-mail ： wsta.2015.0002@gmail.com 

                 （メールでの申し込み可） 

〆切 １２月 １８日（金） 

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

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 令和　２　年　　　　　　月　　　　　　日

団体名

申し込み責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

令和２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）



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

令和２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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和　２　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

令和　２　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

令和２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　２１６３７７２１

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
〒640-8482　和歌山市六十谷４５

和歌山市立和歌山高等学校内　除田雅之　宛



男女 種別 後・前 氏名 年齢 生年月日 所属

一

般

3

5

5

0

6

5

一

般

4

5

60
男

５０
女

男
子

支部名

令和２年度 和歌山県支部対抗ソフトテニス大会申込書

弁当必要数 　　　　　　個

監督

混合

女子


