第６１回東北ソフトテニス選手権大会
第２２回東北６県対抗シニアソフトテニス大会
開
催
要
項（福島県版）
１．主

催

東北ソフトテニス連盟

２．主

管

福島県ソフトテニス連盟

３．後

援

福島県 （公財）福島県体育協会
福島民報社 福島民友新聞社

４．協

賛

ナガセケンコー㈱ ヨネックス㈱ ㈱ルーセント
㈱ダンロップスポーツマーケティング 以上予定

５．日

時

令和３年５月２２日（土）
東北６県対抗シニアソフトテニス大会
東北ソフトテニス選手権大会
一般女子、シニア男女７５、シニア男女８０
受付
８:００
開会式
９:００
試合開始 ９:２０

会津若松市教育委員会

㈱ミズノ

令和３年５月２３日（日）
東北ソフトテニス選手権大会
一般男子、男女３５、男女４５
シニア男女５０・５５・６０・６５・７０
受付
８:００
開会式
８:５０
試合開始 ９:１０
６．会

場

会津総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝２０面）
〒965-0826 会津若松市門田御山字村上 164
TEL ０２４４―２８―４４４０

７．種別および出場ペア数
【東北選手権大会】
①一般男子
各県 10 ペア以内（宮城県 20 ペア以内、福島県 14 ペア以内）
※各県制限ペア数以内で中学生・高校生合計４ペア以内の
参加を認める。（選考は各県連盟に任せる）
②一般女子
出場制限なし
※各県で中学生・高校生合計４ペア以内の参加を認める。
（選考は各県連盟に任せる）
③男子３５
出場制限なし（４月１日現在で満３５歳以上）
④女子３５
出場制限なし（４月１日現在で満３５歳以上）
⑤男子４５
出場制限なし（４月１日現在で満４５歳以上）

⑥女子４５
出場制限なし（４月１日現在で満４５歳以上）
⑦シニア男子５０ 出場制限なし（４月１日現在で満５０歳以上）
⑧シニア女子５０ 出場制限なし（４月１日現在で満５０歳以上）
⑨シニア男子５５ 出場制限なし（４月１日現在で満５５歳以上）
⑩シニア女子５５ 出場制限なし（４月１日現在で満５５歳以上）
⑪シニア男子６０ 出場制限なし（４月１日現在で満６０歳以上）
⑫シニア女子６０ 出場制限なし（４月１日現在で満６０歳以上）
⑬シニア男子６５ 出場制限なし（４月１日現在で満６５歳以上）
⑭シニア女子６５ 出場制限なし（４月１日現在で満６５歳以上）
⑮シニア男子７０ 出場制限なし（４月１日現在で満７０歳以上）
⑯シニア女子７０ 出場制限なし（４月１日現在で満７０歳以上）
⑰シニア男子７５ 出場制限なし（４月１日現在で満７５歳以上）
⑱シニア女子７５ 出場制限なし（４月１日現在で満７５歳以上）
⑲シニア男子８０ 出場制限なし（４月１日現在で満８０歳以上）
⑳シニア女子８０ 出場制限なし（４月１日現在で満８０歳以上）
【東北６県対抗シニア大会】
・各県２チーム
・チームの編成
男女４５、シニア男女５５、シニア男女６０、シニア男子６５の各１ペアで
合計７ペア
８．参加資格
(1) 参加者は、(公財)日本ソフトテニス連盟に会員登録している者とする。
(2) 学生は、東北学連に所属する大学生で、大学の所在する県からの参加を認める。
(3) 他県の選手と出場する場合は、両所属県連盟会長の承諾書を添付し、いずれか
の県から申込みすること。
※この場合、申し込んだ県の制限数とする。（但し、中学生・高校生は除く。）
(4) 出場する選手は、公認審判員２級以上の資格を有すること。（但し、中学生は
ジュニア審判員も認める。）
(5) 選手は、会員登録証、イエローカード、ワッペンを持参すること。
９．競技
(1) 競技は、(公財)日本ソフトテニス連盟ハンドブックにより行う。
(2) 試合方法
【東北選手権大会】
・原則としてトーナメント戦とするが、参加ペア数（１６ペア以内）によっ
てはリーグ戦もあり得る。
・申込数が４ペアに満たない場合は、上位種別に繰り上げる。
・試合は、７回ゲームとする。
【東北６県対抗シニア大会】
・予選リーグを行い、各ブロックの１位による決勝トーナメントを行う。
・試合は、７回ゲームとする。
・コート３面を使用し、試合順序は①男子６５、②女子６０、③男子６０、
④女子５５、⑤男子５５、⑥女子４５、⑦男子４５の順で行う。

(3) 審判
・東北選手権大会の一般男子は３回戦まで勝者審判とし、以降は敗者審判とする。
他の種別のトーナメントは敗者審判を原則とし、リーグ戦は指定審判とする。
・東北６県対抗シニア大会は、試合がないチームの審判とする。
(4) 試合球
・東北選手権大会は、男子アカエムボール、女子ケンコーボールとする。
・東北６県対抗シニア大会は、ダンロップボールとする。
(5) その他
・用具、ユニフォームは(公財)日本ソフトテニス連盟公認メーカーの製品を使用
すること。
・選手は、県名・選手名・所属名を表記したゼッケンを着用すること。
・オーバーウエアおよび長袖スポーツシャツ、セーター等の着用を認めるが、ゼ
ッケンは最上衣服に貼付すること。
・アンダーウエア（長袖を含む）およびスパッツの着用については、単色の製品
を原則とする。
10．参加料
(1) 東北選手権大会
(2) 東北６県対抗シニア大会

１ペア
１チーム

３,０００円（参加申込み時に納入）
１５,０００円（参加申込み時に納入）

11．申込方法
(1) ５月２日（日）福島県選手権大会会場で受け付けます。（参加料を添えて）
県選手権大会に参加しない場合は、下記メールアドレス宛に申し込むこと。
メール taikai@fukushima-softtennis.gr.jp
〒960-8001 福島市天神町８－２２ 東日ビル２Ｆ－Ｃ
福島県ソフトテニス連盟 小野間幸一 宛
(2) 申込締切 令和３年５月７日（金）必着
(3) 参加料
銀行振込で送金願います。
東邦銀行 県庁支店 普通 1155332
福島県ソフトテニス連盟会長 川島登
12．選手変更
(公財)日本ソフトテニス連盟所定の変更届に、連盟会長名で受付時までに提出し
承諾を得ること。
13．宿泊・弁当
(1) 選手の宿泊、弁当の申込みは、別紙「宿泊プラン・昼食弁当のご案内」による。
(2) 各県役員は、別途のご案内となります。
本部宿舎「会津若松ワシントンホテル」
〒965-0024 会津若松市白虎町 201
TEL 0242-22-6111（代）
(3) 今年は新型コロナウイルス感染防止のため懇親会は行いません。

14．優勝杯
前々年度優勝者は優勝杯を持参し開会式で返還してください。
【東北選手権大会】
①一般男子
森 田・工 藤（宮城県）
②一般女子
森 合・大 槻（福島県）
③男子３５
石 森・齊 藤（宮城県・青森県）
④女子３５
安 藤・佐 藤（岩手県）
⑤男子４５
佐 藤・大 山（宮城県）
⑥女子４５
大 高・鈴 木（宮城県）
⑦シニア男子５０ 仲 田・加 藤（宮城県）
⑧シニア女子５０ 中 野・高 橋（福島県）
⑨シニア男子５５ 進 藤・野田口（岩手県）
⑩シニア女子５５ 関 谷・伊 藤（宮城県）
⑪シニア男子６０ 近 江・日 野（岩手県）
⑫シニア女子６０ 佐 藤・渡 辺（宮城県）
⑬シニア男子６５ 袴 田・菅 野（秋田県・岩手県）
⑭シニア女子６５ 松 田・新 林（山形県）
⑮シニア男子７０ 千 葉・柳 原（岩手県・青森県）
⑯シニア女子７０ 中 川・清 水（山形県）
⑰シニア男子７５ 高 橋・安 倍（岩手県）
⑱シニア女子７５ 佐々木・川 口（岩手県）
⑲シニア男子８０
⑳シニア女子８０
【東北６県対抗シニア大会】
宮城県Ａ
15．練習時間
５月２１日（金）１３:００～１７:００
※５月２０日（木）第 29 回すこやか福島ねんりんピック開催予定の予備日と
なっているため、大会が予定通り実施されれば使用可能です。
５月２２日（土）７:１０～８:４５
東北６県対抗シニア大会
東北選手権大会
１～２コート：青森県
15～16 コート：シニア７５･８０
３～４コート：岩手県
17～20 コート：一般女子
７～８コート：秋田県
９～10 コート：宮城県
11～12 コート：福島県
13～14 コート：山形県
※翌日試合がある種別の練習コートについては、後日お知らせします。
５月２３日（日）７:１０～８:４０
１～２コート：男子 70 以上
３～４コート：女子 70 以上
７～10 コート：宮城県
11～12 コート：青森県
13～14 コート：岩手県
15～16 コート：秋田県
17～18 コート：山形県
19～20 コート：福島県

