
３　令和４年度実施事業一覧　（案）

（１）　連盟主催事業（事業期間令和４年４月～令和５年３月）

期日 曜日 事業名 種別（詳細は要項参照） 会場
コート
解放

令和4年4月9日 （土）
第１8回桃太郎カップ中学生ソ
フトテニス大会

中学生
浦安

①～⑳
なし

令和4年4月17日 （日）
第46回岡山市長杯ソフトテニス
大会

一般・成年男女、シニア１～
３部、小学生

浦安
⑨～⑱

8:00～

令和4年4月17日 （日）
第３４回全国健康福祉祭（ねん
りんピック）市予選会

岡山市在住で要項の年齢要
件を満たす者

〃 8:00～

令和4年5月15日 （日）
第１８回岡山市長杯混合ダブ
ルス及び小学生団体ソフトテニ
ス大会

混合１～５部、小学生団体
Ａ、Ｂクラス

浦安
⑨～⑯

8:00～

令和4年7月3日 （日）
第２９回岡山市ＡＢＣ級及び小
学生ソフトテニス大会

男子Ａ～Ｃクラス、女子Ａ～
Ｃクラス、小学生

浦安
①～⑧

8:00～

令和4年8月7日 （日）
第２４回岡山市小学生ソフトテ
ニス大会

小学生
浦安

①～⑧
8:00～

令和4年10月23日 （日）
第４７回岡山市ソフトテニス連盟
会長杯大会

一般・成年男女、シニア１～
３部、小学生

浦安
⑨～⑯

8:00～

令和4年11月19日 （土）
第２３回岡山市中学生新人強
化ソフトテニス大会

中学生
浦安

①～⑳
なし

令和5年3月21日 （火・祝）
第７回岡山市春季ソフトテニス
大会

男子（中学生以上）
女子（中学生以上）

浦安
①～⑳

8:00～

（２）補助事業（岡山市体育協会主催事業）

期日 曜日 事業名 種別 会場
コート
解放

令和4年8月7日 （日）
一般・成年男女、シニア１～
３部

浦安
①～⑧

8:00～

令和4年8月20日 （土） 高校生（予備日22日）
浦安

①～⑳
8:00～

（３） 補助事業（岡山市競技力向上事業）

事業名 対象

高校女子

高校男子

一般男子

一般女子

※上記内容で申請し、岡山市スポーツ協会の選定を受けた事業を実施

第５８回岡山市総体ソフトテニス
大会（案）

内容

競技スポーツ選手派
遣事業

県高校総体最上位校が実施する強化事業に補助を行う

国体参加選手を中心に大会前の強化事業を実施

　　　　　　　　　〃

国体参加選手を中心に大会前の強化事業を実施

★令和４年度事業
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令和４年度大会要項（案）

第46回岡山市長杯ソフトテニス大会 第３４回全国健康福祉祭（ねんりんピック）市予選会
日時 （日）　　９：００～ 日時 （日）９：００～

会場 会場

種目 一般男子：年齢制限しない男女 種目 男子ダブルス：昭和３８年４月１日以前生、岡山市在住

一般女子：　　　〃　　　女子 女子ダブルス：　　　　　　　　　〃

成年男子：大会前日で満３５歳以上の男女

成年女子：　　　〃　　　　　　　　女子

シニア女子：大会前日で４５歳以上の女子 本大会：11/12(土)～11/15(火)　神奈川県

シニア１部：大会前日で３５歳以上の女子または４５歳以上の男子

シニア２部：大会前日で４５歳以上の女子または５５歳以上の男子 ※エントリー１組の場合も、必ず会場に集合してください。

シニア３部：大会前日で５５歳以上の女子または６５歳以上の男子

参加資格

試合方法

申込方法 申込方法

・申込期日　 令和4年4月6日 （水）必着のこと ・申込期日　 令和4年4月6日 （水）必着のこと

・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４ ・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４

　　　　　　岸川　和忠（宛） 　　　　　　岸川　和忠（宛）

e-mail: e-mail:

℡ 090-2005-0093 ℡ 090-2005-0093

参加料 参加料

その他 その他

小学生高学年男子：小学生の男子

小学生高学年女子：小学生の女子

　１ペア　２，０００円　　　小学生　１ペア　１，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

小学生は保護者等が責任もって引率してください。

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

令和4年4月17日 令和4年4月17日

岡山市浦安テニスコート 岡山市浦安テニスコート

参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟（加盟団体に
所属）している者、ただし、岡山市ソフトテニス連盟に加盟していない者は、日
本ソフトテニス連盟に登録している者に限る

混合ダブルス：男子　昭和２８年４月１日以前生、岡山市在住
　　　　　　　　  女子　昭和３８年４月１日以前生、岡山市在住

小学生低学年男子：小学校４年生以下の男子
参加資格

小学生低学年女子：小学校４年生以下の女子

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）

試合方法

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）

岡山市在住で、各種目の年齢要件を満たす者。
令和元年度の本大会に出場した選手は参加できません。
日本ソフトテニス連盟、岡山市ソフトテニス連盟の個人登録は必要ありません。

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

本大会は神奈川県です

　１ペア　２，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

okayama_city_sta@yahoo.co.jp okayama_city_sta@yahoo.co.jp
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第１８回岡山市長杯混合ダブルス及び小学生団体ソフトテニス大会 第２９回岡山市ＡＢＣ級及び小学生ソフトテニス大会

日時 （日）　　９：００～ 日時 （日）　　９：００～

会場 会場

種目 種目 Ａクラス 男子（女子の出場も認める）・女子

Ｂクラス 男子（女子の出場も認める）・女子

Ｃクラス 男子（女子の出場も認める）・女子

（クラス分けの目安）

参加資格

試合方法

申込方法 申込方法

・申込期日　 令和4年5月4日 （木）必着のこと ・申込期日　 令和4年6月22日 （水）必着のこと

・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４ ・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４

　　　　　　岸川　和忠（宛） 　　　　　　岸川　和忠（宛）

e-mail: e-mail:

℡ 090-2005-0093 ℡ 090-2005-0093

参加料 参加料

その他 その他

小学生Ｂクラス：小学生４年生以下及び５・６年生女子

令和4年5月15日

混合２部：男女年齢合わせて大会前日で満６１歳以上の男女ペア

岡山市浦安テニスコート

小学生Ａクラス：小学生

経験が概ね３年以内の者（初心者）
上記に関わらず大会前日で満６０歳以上の者

（クラス分けの目安）
技術等級３、４級又は同等の技量があると、所属団体の
長が認める者
前記に関わらず大会前日で満４５歳以上の者

混合３部：男女年齢合わせて大会前日で満８１歳以上の男女ペア

混合５部：男女年齢合わせて大会前日で満１２１歳以上の男女ペア

令和4年7月3日

混合１部：男女ペア

岡山県営テニスコート（南）

混合４部：男女年齢合わせて大会前日で満１０１歳以上の男女ペア

小学生は保護者等が責任もって引率してください。

　１ペア　２，０００円　　　小学生　１ペア　１，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

　１ペア　２，０００円　　　小学生　１チーム　３，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

小学生高学年女子：小学生の女子
参加資格

小学生は保護者等が責任もって引率してください。

混合：いずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟している者
小学生：岡山市ソフトテニス連盟に加盟している小学生〔ただし、団体
チームのうち２人までは他チーム（岡山市ソフトテニス連盟に加入して
いない団体を含む）の選手を含めることができる。〕
　　　　　小学生は連盟が募集する市外のチームの参加を認める

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

試合方法

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）
団体戦は同一団体に所属している３ペアによる点取り法で対戦の都度
補欠２名を含めてオーダーを変えてもよい。

小学生高学年男子：小学生の男子

（クラス分けの目安）
技術等級２級以上又は同等の技量があると、所属団体
の長が認める者

小学生低学年女子：小学校４年生以下の女子

小学生低学年男子：小学生４年生以下の男子

参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟（加盟団体に
所属）している者、ただし、岡山市ソフトテニス連盟に加盟していない者は、日
本ソフトテニス連盟に登録している者に限る

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）

okayama_city_sta@yahoo.co.jp okayama_city_sta@yahoo.co.jp
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第２４回岡山市小学生ソフトテニス大会 第４７回岡山市ソフトテニス連盟会長杯大会
日時 （日）　　９：００～ 日時 （日）　　９：００～

会場 会場

種目 種目 一般男子：年齢制限しない男女

一般女子：　　　〃　　　女子

成年男子：大会前日で満３５歳以上の男女

成年女子：　　　〃　　　　　　　　女子

シニア女子：大会前日で４５歳以上の女子

シニア１部：大会前日で３５歳以上の女子または４５歳以上の男子

シニア２部：大会前日で４５歳以上の女子または５５歳以上の男子

シニア３部：大会前日で５５歳以上の女子または６５歳以上の男子

参加資格 参加資格

試合方法 試合方法

申込方法 申込方法

・申込期日　 令和4年7月27日 （水）必着のこと ・申込期日　 令和4年10月12日 （水）必着のこと

・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４ ・申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４

　　　　　　岸川　和忠（宛） 　　　　　　岸川　和忠（宛）

e-mail: e-mail:

℡ 090-2005-0093 ℡ 090-2005-0093

参加料 参加料

その他 その他

令和4年10月23日

岡山市浦安テニスコート

小学生低学年男子：小学生４年生以下の男子

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとす
る。）

令和4年8月7日

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

　１ペア　２，０００円　　　小学生　１ペア　１，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

小学生は保護者等が責任もって引率してください。

岡山市浦安テニスコート

小学生低学年女子：小学生４年生以下の女子

参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟（加盟団体に
所属）している者、ただし、岡山市ソフトテニス連盟に加盟していない者は、日
本ソフトテニス連盟に登録している者に限る

小学生高学年男子：小学生の男子

小学生高学年女子：小学生の女子

小学生低学年男子：小学生４年生以下の男子

小学生は保護者等が責任もって引率してください。

小学生　１ペア　１，０００円
（棄権の場合も参加料は必要です。）

小学生高学年男子：小学生の男子

ハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入して送付すること

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）

小学生低学年女子：小学生４年生以下の女子

参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟（加盟団体に
所属）している者、ただし、岡山市ソフトテニス連盟に加盟していない者は、日
本ソフトテニス連盟に登録している者に限る

小学生高学年女子：小学生の女子

okayama_city_sta@yahoo.co.jp okayama_city_sta@yahoo.co.jpokayama_city_sta@yahoo.co.jp
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第２３回岡山市中学生新人強化ソフトテニス大会 第５８回岡山市総体ソフトテニス大会（案）
日時 （土）　　９：００～ 日時 （日、土）９：００～

会場 会場

種目 男子 種目 一般男子：年齢制限しない男女

女子 一般女子：　　　〃　　　女子

成年男子：大会前日で満３５歳以上の男女

成年女子：　　　〃　　　　　　　　女子

シニア女子：大会前日で４５歳以上の女子

シニア１部：大会前日で３５歳以上の女子または４５歳以上の男子

シニア２部：大会前日で４５歳以上の女子または５５歳以上の男子

シニア３部：大会前日で５５歳以上の女子または６５歳以上の男子

高校生：男子

　　　　女子

高校生：岡山市内の高校に通う高校生

試合方法

試合方法 申込方法

申込方法 ・申込については、各学校クラブ顧問に連絡します。 申込期日（一般）　 令和4年7月27日 （水）必着のこと

申込先（一般） 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４

　　　　　　岸川　和忠（宛）

e-mail:

℡ 090-2005-0093

参加料

その他

高校：８月２０日（予備日２２日）開催
その他

一般～シニア：８月７日開催

岡山市浦安テニスコート

一般～シニア：下記要領でハガキ又はe-mailで種目別に強者順にフル
ネームで記入して送付すること
高校：各高校で顧問を通じて申し込むこと

令和4年11月19日

参加資格
一般以上：参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市に住民票がある人もしくは
勤務者（大学生等を含む）

令和４年８月７日、２０日

岡山市浦安テニスコート

参加資格
岡山市内の中学生
岡山市の地区ブロック予選を勝ち上がれなかったペア

ソフトテニスハンドブックによる。
一般～シニア：各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式による個人戦
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に２勝したペアの勝ちとする。）
高校生：３ペアによる団体戦（点取り）で、参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式とする

　１ペア　１，０００円（棄権の場合も参加料は必要です。）
参加料

一般～シニア　１ペア　２，０００円（棄権の場合も参加料は必要です。）

高校生　団体１チーム　１，０００円大会参加料は当日持参すること。

ソフトテニスハンドブックによる。
各種目とも参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式。
（参加２ペアの場合は２～３試合行い先に１勝したペアの勝ちとする。）

okayama_city_sta@yahoo.co.jp

okayama_city_sta@yahoo.co.jp
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第７回岡山市春季ソフトテニス大会 各大会参加上の注意事項
（★令和４年度事業）
日時 （火）９：００～ １．本書をもって各大会の案内とするので、熟読のうえ締切厳守で申し込んでください。

会場 ２．申込みはフルネームでお願いします。

種目 男子：年齢制限しない男子（中・高校生を含む） ３．参加料は大会当日受付時に支払うこと、尚棄権の場合も参加料は必要となります。

女子：　　　　　〃　　　女子（　　　〃　　　） ４．服装及び用具は連盟が公認したものを着用、使用すること。（小学生は体操服でも可）

５．ゼッケンの着用を必須（高校生は学校名のプリントでも可）とします。

申込方法

申込期日　 令和5年3月1日 （日）必着のこと

申込先 〒701-1152　岡山市北区津高７００－４

　　　　　　岸川　和忠（宛）

e-mail:

℡ 090-2005-0093

その他

令和5年3月21日

参加料
１ペア　高校生以上２，０００円（棄権の場合も参加料は必要です。）

　　　　　中学生　１．０００円（　　　　〃　　　　　）

６．岡山市連盟登録選手が、それ以外の選手とのペアで出場する場合、岡山市連盟
    登録以外の選手は、必ず日連登録選手であることが条件になります。（一般以上）

岡山市浦安テニスコート①～⑳

参加資格

一般：参加ペアのうちいずれか１名は、岡山市ソフトテニス連盟に加盟（加盟団
体に所属）している者
中・高校生：岡山市内の中・高校の在学生（他校とのペアも可とする）

※中学生は、担当理事の推薦による

試合方法
ソフトテニスハンドブックによる。
参加ペア数により、リーグ又はトーナメント方式による個人戦

下記要領で郵便又はe-mailで種目別に強者順にフルネームで記入し
て送付すること

参加数によっては、大会開始を３０分程度繰り上げる場合があります。

〔参考〕種別表
※各種目の申込者が少ない場合、了解の上種別を移っていただくことがありますので、必ず
連絡先を添えて申し込んでください。

シニア１部
４５歳以上の男子及び３５歳以
上の女子で男子同士女子同
士または混合のペア

シニア２部
５５歳以上の男子及び４５歳以
上の女子で男子同士女子同
士または混合のペア

シニア３部
６５歳以上の男子及び５５歳以
上の女子で男子同士女子同
士または混合のペア

ゼッケン見本

白のB5版台紙に黒文字で記入

okayama_city_sta@yahoo.co.jp

-13-

mailto:okayama_city_sta@yahoo.co.jp

