
（日時） 令和２年１２月６日（日）午前９時３０分

（会場） 大森 東急ＲＥＩホテル　５階「フォレストルーム」

１ 開　　会

２ 会長あいさつ 安道　光二 会長

３ 議長選出 木所　一典 評議員（栃木県）

議事録署名人の指定 宮城　正彦評議員（沖縄県）、川西　斎 理事（奈良県）

４ 議決事項

第１号議案 令和２年度第1次補正予算書（案）について【別冊資料】

第２号議案 令和３年度事業計画（案）および収支予算書（案）について【別冊資料】

第３号議案 令和３年度大会要項の改訂について【資料No.1】

５ 報告事項

業務執行状況報告について

（１）　オフィシャルサプライヤーについて

（2）　ソフトテニスナショナルチームチャンピオンズマッチについて【資料No.2】

（3）　棚倉コートについて

（4）　令和３年度以降の国民体育大会について（競技委員会）【資料No.3】

①鹿児島国体について

②令和３年度以降の種別参加チーム数について

（5）　競技規則の改定について（競技委員会）【資料No.4】

（6）　大会運営規則および大会役員編成マニュアルの改訂について（競技総務委員会）【資料No.5】

（7）技術等級制度規程の改定について（競技委員会等級制度部会）【資料No.6】

（8）　審判規則および公認審判員規程の改定について（審判委員会）【資料No.7】

（9）　令和３年度強化チームについて（強化委員会）【資料No.8】

（10）　令和３年度 Step１～５について（競技者育成プログラム部会）

（11）　会員登録状況について（会員登録委員会）

（12）　会員証の運用について（会員登録委員会・ＩＣＴシステム委員会）

（13）　各種表彰について（総務委員会）【資料No.9】

（14）　令和２年度加盟団体会長会議について（総務委員会）

（15）　顧問・参与について（総務委員会）

令和２年第７回理事会および第１０回理事会において、下記の顧問・参与を推薦し、理事会にて

承認されたもの。

 顧問：笠井達夫（新）

 参与：丹崎健一（新）　川島登（新）　山本毅（新）

　　　　田淵光仁（前参与の木村純之氏より変更）

（16）　公認事業者の退会について（用具・用品・施設委員会）

下記のとおり、令和３年３月３１日をもって退会となる。製品の使用については、令和２年度内に

購入したものに限り、令和３年度内は認めるものとする。

　①ディーエムアール　　　　　　ユニフォーム、シューズ

　②ニューバランスジャパン　　ユニフォームのみでシューズは残る

　③アディダスジャパン　　　　　ユニフォーム、シューズ

令和２年度臨時評議員会報告



（17）令和３年度評議員会日程について

　　定時評議員会　　令和3年6月13日（日）　会場：東京都品川区（予定）

　　臨時評議員会　　令和3年12月5日（日）　会場：東京都品川区（予定）

（18）　その他

６ その他



令和3年 (2021)年度 大会日程及び開催地一覧

大会名 日程 開催地 次年度予定開催地

主
催

大
会

第9回  アジア選手権日本代表予選会 2021年 5月 4日 ～5日 で調整中 調整中

第28回  全日本シングルス選手権 2021年 5月 15日 土 2021:年 5月 16日  日 京都府  福知山市 埼玉県  熊谷市

第2回  全日本ミックスダブルス選手権大会 2021年 6月 19日 土 2021:年 6月 20日  日 愛媛県  松山市 福島県  棚倉町

男子 66回

女子 65回 全日本実業団選手権大会 2021年 7月 23日 金 2021年 7月 25日  日 栃木県 那須塩原市 (調整中)

第38回  全日本小学生選手権大会 2021年 8月 5日 木 2021年 8月 8日 日 愛知県  名古屋市 秋田県  大館市

第49回  全日本社会人選手権大会 2021年 9月 4日 土 2021年 9月 5日 日 広 島 県 広島市・尾道市 他 関東  (調整中)

第28回
ジュニアオリンピックカップ大会
全日本ジュニア選手権大会

2021年 9月 18日 土 2021年 9月 19日 日 広島県  広島市 広島県  広島市

第25回  全日本シニア選手権大会 2021年 9月 25日 土 2021年 9月 26日  日 福島県 会津若松市 他 熊本県  熊本市

第76回  天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 2021年 10月 22日 金 2021年 10月 24日  日 和歌山県 和歌山市 香川県  高松市

第35回  日本実業団リーグ 2021年 10月 29日 金 ～  2021年 10月 31日 日 京都府 福知山市 京都府 福知山市

第28回  全日本クラブ選手権大会 2021年 10月 30日 土 2021年 10月 31日 日 千葉県  白子町 千葉県  白子町

第39回  日本リーグ 2021年 12月 9日 本 2021+12812A a 愛知県  豊田市 愛知県  豊田市

日本リーグ入替戦 2021年 12月 24日 金 2021年 12月 26日 日 広島県  福山市 広島県  福山市

第67回  全日本インドア選手権大会 2022年 1月 23日  日 大阪府  大阪市 大阪府  大阪市

共
催

大

会

第50回  ハイスクールジヤパンカップ 2021年 6月 24日 本 2021年 6月 27日 日 北海道  札幌市 北海道  札幌市

第75回  西日本選手権大会 2021年 7月 10日 土 2021年 7月 11日  日 長崎県  長崎市 二重県  (調整中)

西日本シニア選手権大会 2021年 7月 17日 土 2021年 7月 18日  日 鹿児島県 鹿児島市 愛知県  (調整中)

第76回  東日本選手権大会 2021年 7月 17日 土 2021年 7月 18日 日 群馬県  前橋市 北信越  (調整中)

第48回  全日本レディース大会 (個人戦 ) 2021年 8月 6日 金 2021`年 8月 7日  土 群馬県  前橋市 長崎県  長崎市

全日本高校選手権大会 (男子) 2021年 7月 28日 水 ～  2021年 7月 31日 土 石川県  能登町 愛媛県  今治市

全日本高校選手権大会 (女子) 2021年 8月 1日 日 2021年 8月 4日 水 石川県  七尾市 愛媛県  今治市

全日本学生選手権大会 石川県

第52回  全国中学校大会 2021年 8月 17日 火 2021年 8月 19日 本 栃木県 那須塩原市 北海道  旭川市

第43回 全日本レディース決勝大会(団体戦) 2021年 8月 24口 火 2021年 8月 26日 本 愛知県  ―宮市 愛知県  ―宮市

日本スポーツマスターズ2021 2021年 9月 18日  土 2021年 9月 19日 日 岡山県  備前市 岩手県  北上市

第76回  国民体育大会 2021年 9月 30日 木 2021年 10月 4日 月 二重県  鈴鹿市 栃木県 那須塩原市

第1回  全日本レディース決勝大会(シニアの部) 2021年 10月 12日 火 2021年 10月 14日 本 千葉県  千葉市 千葉県 .千 葉市

第16回
ジュニアジヤパンカップ

(競技者育成プログラムStep4)

2021年 11月 12

2021年 11月 26

”
　

”

金

金

日

日

2021年 11月 15日 月

2021年 11月 29日 月
宮崎県  宮崎市 宮崎県  宮崎市

第2回  平和カップひろしま国際大会 2022年 3月 12日 土 2022年 3月 13日 日 広島県  広島市 広島県  広島市

第33回  都道府県対抗全日本中学生大会 2022年 3月 26日 土 2022年 3月 28日 月 二重県  伊勢市 二重県  伊勢市

第47回  全日本高校選抜大会 2022年 3月 28日 月 2022年 3月 30日 水 愛知県 ′名古屋市 愛知県  名古屋市

拠

点 第21回  全国小学生大会 2022年 3月 29日 火 2022年 3月 31日 本 千葉県  白子町 千葉県  白子町

そ

の
他

第33回  ねんりんピック2021 2021年 10月 30日 土 2021年 11月 2日 火 岐阜県 瑞穂市・大垣市 神 奈 川 県 小日原市・南足柄市

第29回  日・韓・中ジュニア交流競技大会 2021年 3月 23日 月 2021年 8月 29日 日 韓 国  済州特別自治道 中国

第9回  アジア選手権大会 2021年 11月 予定 タイ  チェンマイ


