
月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜

4 10 日 9:00 県総合グラウンド 3 23 水 KENKO 岡　　山 11 6 日 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 10 19 水 ダンロップ 備　　前

4 17 日 〃 〃 小学生 小学生

  岡山県選手権兼全日本選手権県予選会 4 10 日 9:00 浦安総合公園 3 23 水 KENKO 県　　連 11 26 土 9:30 瀬戸体育館 11 9 水 アカエム 県　　連

11 27 日 9:30 〃 11 9 水

5 1 日 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 4 13 水 アカエム 備　　前 12 23 金 8:00 ジップアリーナ アカエム・KENKO 高体連

5 3 火 〃 2 4 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ全面 1 11 水 KENKO 備前・高体連

5 1 日 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 4 13 水 アカエム 備　　前 水島緑地福田公園 アカエム 岡山・高体連

5 1 日 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 4 13 水 アカエム 備　　前 ダンロップ 中体連

5 5 木 10:00 倉敷運動公園 4 23 土 KENKO レディース 7 30 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ北 アカエム

5 11 水 〃 〃 12 17 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ北 KENKO

6 4 土 9:30 倉敷運動公園 5 23 月 ダンロップ レディース 8 27 土 9:00 浦安総合公園

6 4 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 5 18 水 KENKO 県　　連 8 28 日 〃 〃

6 5 日 〃 〃 12 17 土 9:00 浦安総合公園

6 25 土 〃 県総合グラウンド 12 18 日 9:00 〃

6 26 日 〃 〃 7 9 土 9:00 水島緑地福田公園

6 4 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 5 18 水 KENKO 県　　連 7 10 日 〃 〃

6 5 日 〃 〃 12 3 土 9:00 水島緑地福田公園

6 12 日 9:00 県総合グラウンド 5 25 水 ダンロップ 県　　連 12 10 土 〃 〃

7 30 土 9:00 井原運動・笠岡総合Ｓ

6 25 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 6 8 水 アカエム 高体連 7 31 日 〃 井原運動公園

26 日 〃 〃 KENKO 11 13 日 9:00 井原運動・笠岡総合Ｓ

12 3 土 〃 井原運動公園

7 2 土 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 6 11 土 9:00 神原スポーツ公園

7 3 日 〃 〃 6 12 日 〃 〃

　西日本小学生選手権岡山県予選会 8 21 日 9:00 県総合グラウンド 8 3 水 アカエム 小学生 10 22 土 9:00 神原スポーツ公園

8 28 日 〃 〃 〃 23 日 〃 〃

  岡山県ソフトテニス連盟会長杯大会 8 27 土 9:00 倉敷運動公園 8 10 水 ダンロップ 倉　　敷 8 20 土 9:00 津山スポーツセンター

  岡山県小学生ソフトテニス選手権大会 10 9 日 9:00 県総合グラウンド 9 21 水 ダンロップ 岡　　山 〃 21 日 〃 〃

10 23 日 〃 〃 小学生 〃 27 土 〃 津山・久米南・美咲

  岡山県シングルスソフトテニス選手権大会 10 16 日 9:00 備前ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ南 9 28 水 ダンロップ 備　　前 11 12 土 9:00 津山スポーツセンター

10 22 土 9:00 県総合グラウンド 10 5 水 ダンロップ 岡　　山 〃 〃 久米南・美咲中央

10 30 日 9:00 県総合グラウンド 10 12 水 ダンロップ 県　　連 〃 13 日 〃 〃

1　中国地区選手権大会 ２０２２年　５月２１日（土）・２２日（日）　備前テニスセンター：全面

2　競技者育成プログラム　Step 2 ２０２２年　８月９日（火）・１０日（水）　備前テニスセンター北

3　第２０回岡山県「ソフトテニス週間｣

4　中国地区中学生インドア大会 ２０２２年　１２月２５日（日）・２６日（月）　ジップアリーナ

２０２２ 年 度 大 会 日 程

会　場
締切日

   岡山県インドア選手権大会（一般男子除く）　 

主管支部使用球主管支部
締切日

時　刻

  全国小学生大会岡山県予選会

大　　　　　　会　　　　　　名 時　刻 大　　　　　　会　　　　　　名会　場
期　日

  全日本実業団選手権大会岡山県予選会

  岡山県技術等級大会　　　　　　  　　   2023年

２会場

  全日本小学生選手権大会岡山県予選会

使用球
期　日

　岡山県高等学校選抜インドア選手権大会　

　　　　　〃　　　　　（一般男子）

  会長杯争奪岡山県加盟団体対抗戦

予備日

予備日

  岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦

最終　　

  国民体育大会県選手選考会　成年  　１次

  全日本社会人選手権大会岡山県予選会

  国民体育大会県選手選考会　少年

予備日

予備日

  岡山県ミックスダブルス大会

  日本スポーツマスターズ岡山県予選会

  国民体育大会県選手選考会　少年　最終選考会

予備日

予備日

最終　　

  ねんりんピック２０２２岡山県選考会

備南西地区第１回

予備日

〃　　　　

〃　　　　

備前西地区第２回

〃　　　　

備前西地区第１回

予備日

備前東地区第１回

  岡山県中学生地区別チャレンジカップソフトテニス大会

  全日本レディース大会岡山県予選会

備北地区第２回

美作地区第１回

予備日

  岡山県レディース大会

１次　　

２０２２年　９月１０日（土）　　備前テニスセンター：全面

備北地区第１回

予備日

備南西地区第２回

予備日

備前東地区第２回

備南東地区第１回

〃　　　　

備南東地区第２回

美作地区第２回

予備日

〃　　　　

予備日

予備日

〃　　　　



  １７．  問合わせ先

　　　　　　　　競技委員長　　　中村知敬　　090-9068-6667　

    ９．  開会式には、参加者全員参加して下さい。

  １４．  ラケットは、日本連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

  １０．  審判は、原則として各大会共選手の相互審判でお願いします。

  １５．  本書にある大会には、高校生以下の生徒、児童は出場出来ない。
        　（ただし、参加資格の対象になるものは除く。）

  １３．  靴は、日本連盟「ユニフォーム等の着用基準」に従い、公認されたメーカーの
　　　　　テニスシューズを使用して下さい。

  １１．  会員登録証、イエローカード及びワッペンを必ず携行し、審判の時は左胸につけて下さい。

  １２．  ユニフォームは、日本連盟「ユニフォーム等の着用基準」に従い、公認されたメーカーの
　　　　　テニス製品を着用して下さい。また、ゼッケン（4か所留め）を必ず着用して下さい。

  １６．  大会結果、入賞者の写真等は各種報道機関およびホームページ等に掲載します。

各  種  大  会  参  加  上  の  条  件  並  び  に  注  意  事  項

    １．  本書をもって、各大会の案内としますから、ご注意の上、申込期日に遅れないよう
          申し込みをして下さい。

    ８．  受付は、開会式開始時間の１０分前までに完了して下さい。

    ４．  選手変更については、大会受付終了時までに、選手変更届（巻末参照）を提出し、
          競技委員長の許可を得なければならない。

    ５．  参加料は当日払い込んで下さい。リタイヤの場合もお支払いください。

    ３．  申し込みの際は、参加選手をよく把握して、試合当日の選手変更は出来るだけ避け
          るようにして下さい。

    ６．  原則として、いずれの種別も申し込みペア数が４ペア(チーム)未満の場合その種別は中止す
る。

    ７．  開会式の開始時間は、大会日程の時刻欄にあります。

    ２．  各大会共必ず大会要項の申込方法で申し込みをして下さい。
          電話又は口答での申し込みは一切受け付けしません。

　　　　了承のうえ、参加をお願いします。　



日時 ４月１０日（日）午前９時　　予備日　４月1７日（日）

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・男　　子

・女　　子

参加資格 ・出場選手は県連に登録した小学生であること

・公認審判員資格を取得していること。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日 ３月２３日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ２，０００円

・ユニフォームは日本連盟が公認したメーカーのテニス製品を着用して下さい。

・靴は､日本連盟が公認したメーカーのテニスシューズを使用して下さい｡

・ラケットは、日本連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

その他 ・保護者が責任をもって引率して来て下さい。

＊本大会

    期　日 ７月２８日（木）～３１日（日）

    会　場 秋田県大館市

    出場ペア数 ４ペア以内

    本大会要項は出場資格者に後日送付する。

１．全日本小学生選手権大会岡山県予選 会

服装及び持物



日時 ４月１０日（日）午前９時

会場 岡山市浦安総合公園テニスコート

種別 ・一般男子 年齢制限しない

学連より １６ペア以内の参加を認める。

高体連より１６ペア以内の参加を認める。

中体連より８ペア以内の参加を認める。

・一般女子 年齢制限しない

学連より １６ペア以内の参加を認める。

高体連より１６ペア以内の参加を認める。

中体連より８ペア以内の参加を認める。

・男子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・女子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・男子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・男子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

・男子６５ ※２０２２年４月１日現在で満６５才以上の者

・女子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・女子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

（但し、１人１種別に限る。）

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

・一般の部に出場選手は技術等級の有取得者であること。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ３月２３日（水）必着の事。

参加料 １　ペ　ア ３，０００円    （高校生・中学生も含む）

※５月末までに会員登録完了していないペアは、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　　

・一般男女種別においては、全日本選手権大会の予選会を兼ねる。

全日本選手権への出場資格数　男女共２ペア以内

予選会終了後に出場資格を得たペアが別の大会で出場資格を取得した場合、

予選会での順位により繰り上げを行うことがある。

＊本大会

    期　日 １０月２１日（金）～２３日（日）

    会　場 香川県高松市

２．岡山県ソフトテニス選手権大会　兼全日本選手権大会岡山県予選会（一般男女の部）

　※参加ペア数が出場枠以内の場合、予選会は実施しないで強化委員会で順位を決定する。



日時  ５月１日（日）午前９時　　予備日　５月３日（火／祝）

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

種別 ・男　　子

・女　　子

参加資格 ・県連に登録した会社、銀行、官公庁のチーム。

・出場者は県連に登録した者で出場団体に常時勤務する者。

・公認審判員資格を取得していること。

チーム編成 ・年齢制限しない。

・選手４名以上８名以内で１チームを編成すること。

試合方法 ・点取り法よる３ペア対抗戦。

・対戦の都度、オーダーを変えてもよい。

・リーグ戦又はトーナメントとする。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日  ４月１３日（水）必着の事。

参加料 １　　チ　ー　ム ８，０００円    

※５月末までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１チーム１２，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・本大会出場資格チーム数    男子、女子共に３チーム以内。

＊本大会

    期　日 ８月５日（金）～７日（日）

    会　場 三重県鈴鹿市

    参加料 ２５，０００円

    大会要項は後日出場チームに送付する。

・予選会には日連推薦チームも申込書を提出すること。

（予選会参加料は徴収しない。）

３．全日本実業団選手権大会岡山県予選会



日時  ５月１日（日）午前９時　　

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

種別 ・一般男子

・一般女子

・シニア男子（45歳以上）

・シニア女子（45歳以上）

　※シニアの年齢は、２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

参加資格 ・県連に登録している加盟団体のチーム。(学連を含む)

・チーム構成員は実業団関係大会に重複して出場することはできない。

・選手４名以上８名以内で１チームを編成すること。

・公認審判員資格を取得していること。

・３名は他団体所属でもよい。

試合方法 ・点取り法よる３ペア対抗戦。

・対戦の都度、オーダーを変えてもよい。

・リーグ戦又はトーナメント

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

・申込み期日  ４月１３日（水）必着の事。

参加料 １　　チ　ー　ム ８，０００円    

※５月末までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１チーム１２，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

４．会長杯争奪岡山県加盟団体対抗戦



日時  ５月１日（日）午前９時　　

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

参加資格 ・大会要項による。県連に登録している者が望ましい。

チーム編成 ・男子ダブルス 昭和３８年４月１日以前に生まれた者

・女子ダブルス                  〃                 〃

・混合ダブルス                  〃                 〃

※混合ダブルスの男子選手は年令７０才以上

　　（昭和２８年４月１日以前に生まれた者）

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ４月１３日（水）必着の事。

参加料 １　　チ　ー　ム ８，０００円

※５月末までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１チーム１２，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・前年度参加者は、原則として同一種目の参加は認めない。

・本大会出場資格チーム数は、県代表１チームとする。

　ただし、交替選手を２人出場させることができる。

　交替選手の選任は監督が決める者とする。

・監督は選手の中から選任するものとする。

＊本大会

    期　日 １１月１２日(土)～１４日(月)

    会　場 神奈川県小田原市他

    大会要項は出場資格者に送付する。

５．第３３回ねんりんピック２０２２岡山県選考会



日時  ５月５日（木）  午前１０時　

会場 倉敷市倉敷運動公園テニスコート(四十瀬)

種別 ・すみれブロック １８才以上（学連登録者を除く）

・ば　らブロック 満４０才以上

・ゆ　りブロック 満５０才以上

・き　くブロック 満５５才以上

・あやめブロック 満６０才以上

・は　ぎブロック 満６５才以上

・さくらシニアブロック 満７０才以上

・さくらブロック 前年度全国大会出場経験者

※プレーヤーの年齢が２つのブロックにまたがる場合は、若い年齢のブロックに出場

 また、ペアで若い年齢のブロックに出場も可（さくらブロックは除く）

参加資格 日本レディースソフトテニス連盟岡山県支部会員

申込方法 ・③により、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日      〒７００－８６９１ ４月２３日（土 ）必着のこと

・申込み先 〒７０３－８２３４

岡山市中区沢田８－２

難波　美樹      （宛） ℡０８６－２７３－８９９３

参加料 １　ペア ３，０００円 (参加料を添えて申し込むこと）

郵便振替の場合　振込口座　１５４５０－２７９１５７２１

岡山県レディースソフトテニス連盟

・ユニフォームについてはヨネックス製品を着用することが望ましい。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　

＊中国レディース大会（団体戦）

＊中国レディース大会（個人戦）

　期　日　　７月２日（土）・３日（日）　

　会　場　　倉敷市　水島緑地福田公園テニスコート

＊全日本レディース大会（個人戦） ＊全日本レディース決勝大会（団体戦）

　期　日　　７月３０日（土）～３１日（日）　 　期日　８月２３日（火）～８月２５日（木）

　会　場　　長崎県長崎市 　会　場　　愛知県一宮市

予備日　５月１１日（水）　午前１０時

・年齢は、２０２２年４月１日現在の満年齢とする。

（大会前日までに登録できる。）

服装

６．全日本レディースソフトテニス大会岡山県予選会



日時 ６月４日（土）午前９時３０分

会場 倉敷市倉敷運動公園テニスコート(四十瀬)

種別 ・一般女子 年齢制限しない

・女子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・女子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・女子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

・女子６０ ※２０２２年４月１日現在で満６０才以上の者

・女子６５ ※２０２２年４月１日現在で満６５才以上の者

・女子７０ ※２０２２年４月１日現在で満７０才以上の者

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

・学連所属の選手の参加を認める。

申込方法 ・①、③により申し込むこと。

・所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込期日 ５月２３日（月）必着の事。

・郵送での申込み先 〒７０３－８２６２

片山　睦子　　（宛）　 　℡０８６－２７６－９２３９

参加料 １　　ペ　ア ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

７．岡山県レディース大会

６５才以上

７０才以上

岡山市中区福泊１８５－５

１８才以上

３５才以上

４５才以上

５５才以上

６０才以上



日時 第一次 ダブルス ６月５日（日）午前９時

６月２５日（土）１０時～、６月２６日（日）午前９時～

第一次 ダブルス・シングルス　 ６月２５日（土）９時～

６月２６日（日）午前９時～

会場 第１次　岡山県備前テニスセンター南コート（成年男子）

第１次　岡山県総合グラウンド南テニスコート（成年女子）

最終　　岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別及び ・成年男子  平成１６年４月１日以前に生まれた者

年齢基準 ・成年女子  平成１６年４月１日以前に生まれた者

参加資格 ・本大会要項による。

・「居住地を示す現住所」「勤務地」「ふるさと」のいずれかが岡山県であること。

・他県にある大学に所属の学生は、「ふるさと」を登録すること。

試合方法 ・巻末を参照して下さい。

申込方法 ・①、②、③により申し込むこと。

なお、②、③の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込時に、「ふるさと」登録書類を必ず郵送すること。

申込、書類郵送先

〒７０１－１３３３ 岡山市北区立田５４－５

今川　彰  　　岡山県ソフトテニス連盟(宛) 

・申込み期日  ５月１８日（水）必着の事。

参加料 １　名 ３，０００円

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・選手選考については巻末参照して下さい。

＊国民体育大会

    期　日 １０月７日（木）～１０月１０日（月）

    会　場 栃木県那須塩原市

＊国民体育大会　中国ブロック大会

    期　日 ８月２０日(土)～２１日(日)

    会　場 広島翔洋テニスコート

８．第７７回 国民体育大会岡山県選手選考会  成年の部

※大会当日受付までにふるさと登録書類提出が無い場合、失格になることもあります。

成年男子

最終

成年女子

最終



日時 ６月４日（土）午前９時　　予備日　６月６日（日）

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

種別及び ・３５才以上の女子

年齢基準 ・３５才以上の男子

・４５才以上の女子

・４５才以上の男子

・３５才以上の女子と４５才以上の男子の混合

　年齢は、令和４年４月１日現在の年齢

参加資格 ・日本ソフトテニス連盟登録者で、公認審判員制度の有資格者であること。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ５月１８日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・今年度の国民体育大会ソフトテニス競技に選手として参加するものは、

  本大会に参加することはできない。

・監督１名・コーチ１名・選手１０名で１チームを編成する。

　監督・コーチは選手登録をすれば選手を兼ねることができる。

＊本大会

    期　日 ９月２３日（土）～２４日（日）

    会　場 岩手県北上市

    参加料 １チーム　　　６０，０００円（県連盟で負担します。）

    大会要項は出場資格者に送付する。

９．日本スポーツマスターズ２０２２　岡山県選考会



日時 ６月１２日（日）午前９時

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・一般男子、一般女子　        　　　　　　　　　　

・男子３５、女子３５　 ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・男子４５、女子４５　 ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

  但し、学連・高体連・中体連の登録者は出場出来ない。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日 ５月２５日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・本大会出場資格ペア数

一般男女・・・１６ペア以内

成年35男女・・・　８ペア以内

成年４5男女・・・　８ペア以内

＊本大会

    期　日 ９月３日（土）～４日（日）

    会　場 群馬県前橋市

    大会要項等は後日出場資格者に送付する。

※予選会通過者は、当該ペアで本大会へエントリーすること。

　予選会終了後、本大会の申込を行っていただきます。

１０．全日本社会人選手権大会岡山県予選会

ただし、本大会参加ペア数が足りない場合
は、強化委員会の推薦による。



日時 第１次　　　　 ６月２５日（土）午前９時　　予備日　６月２６日（日）

最終選考会　７月２日（土）午前９時　　予備日　７月３日（日）

会場 備前テニスセンター南テニスコート

種別及び 少年に出場する選手のうち生徒の所属は、学校教育法第１条に規定

年齢基準 する学校所在地とし、その他の者は居住地を示す現住所とする。

・少年男子 　平成１６年４月２日以降に生れた者

・少年女子 　平成１６年４月２日以降に生れた者

参加資格 ・本大会要項によるほか各学校２ペア以内とする。

・津山高専は３ペア以内とする。

・中学３年生については、中体連よりの推薦による。

試合方法 ・巻末参照して下さい。

申込方法 ・高体連所定の用紙に生年月日を付け加えて申込む事。

・申込み先

高体連事務局

申込期日　６月８日（水）

参加料 １　　ペ　ア ２，０００円

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・選手選考については巻末参照して下さい。

＊国民体育大会

    期　日 １０月７日（木）～１０月１０日（月）

    会　場 栃木県那須塩原市

 ただし、全日本・中国選手権（個人）県予選会ベスト32に入ったペア数を加えてよい。

１１．第７７回 国民体育大会岡山県選手選考会  少年の部



日時 ８月２１日（日）午前９時　　予備日　８月２８日（日）午前９時

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・男　　子

・女　　子

参加資格 ・出場選手は県連に登録した小学生であること

・公認審判員資格を取得していること。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日  ８月３日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ２，０００円

・ユニフォームは日本連盟が公認したメーカーのテニス製品を着用して下さい。

・靴は､日本連盟が公認したメーカーのテニスシューズを使用して下さい｡

・ラケットは、日本連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

その他 ・保護者が責任をもって引率して来て下さい。

・本大会要項は出場資格者に後日送付する。

・本大会出場資格ペア数    男子、女子共に４ペア以内。

＊西日本小学生選手権大会

    期　日 １０月１５日(土)～１６日(日)

    会　場 香川県高松市　

服装及び持物

１２．西日本小学生選手権大会岡山県予選会



日時 ８月２７日（土）午前９時

会場 倉敷市倉敷運動公園テニスコート(四十瀬)

種別 ・一般男子 年齢制限しない

・男子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・男子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・男子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

・一般女子 年齢制限しない

・女子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・女子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・女子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

・学連登録者の参加を認める。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ８月１０日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　　

・試合はリーグ戦およびトーナメントとする。

１３．岡山県ソフトテニス連盟会長杯大会



日時 １０月９日（日）午前９時　　　予備日　１０月２３日（日）　　　　　

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・男　　子

・女　　子

参加資格 ・出場選手は県連に登録した小学生であること。

・公認審判員資格を取得していること。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日  ９月２１日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ２，０００円

・ユニフォームは日本連盟が公認したメーカーのテニス製品を着用して下さい。

・靴は､日本連盟が公認したメーカーのテニスシューズを使用して下さい｡

・ラケットは、日本連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

その他 ・保護者が責任をもって引率して来て下さい。

・本大会は下記の大会の予選会を兼ねて行います。

・順位決定戦は行いますが、ランキングポイントについては対象外とします。

＊中国地区小学生インドア選手権大会

    期　日 １２月３日(土)～４日(日)

    会　場 山口県周南市　キリンビバレッジ総合スポーツセンター

    出場ペア数 ８ペア以内　

    本大会要項は出場資格者に後日送付する。

１４．岡山県小学生ソフトテニス選手権大会

服装及び持物



日時 １０月１６日（日）午前９時

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

種別 ・一般男子 年齢制限しない

学連より １６名以内の参加を認める。

高体連より２４名以内の参加を認める。

中体連より ８名以内の参加を認める。

・一般女子 年齢制限しない

学連より １６名以内の参加を認める。

高体連より２４名以内の参加を認める。

中体連より ８名以内の参加を認める。

・男子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・女子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

参加資格 ・県連に登録した者で技術等級２級以上。

・大学生・高校生・中学生は県連に登録した者で技術等級取得者。

・公認審判員資格を取得していること。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ９月２８日（水）必着の事。

参加料 １　　名 ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１名５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　　

※一般男女の選手権は全日本シングルス選手権の予選会を兼ねる。

全日本シングルス選手権への出場資格数　男女共４名以内

予選会終了後に出場資格を得た者が別の大会で出場資格を取得した場合、

予選会での順位により繰り上げを行うことがある。

＊本大会　　

    期　日 ２０２３年５月中旬予定

    会　場 中国地区予定

    大会要項等は後日出場資格者に送付する。

＊岡山県で本大会が開催の場合は出場資格数の変更があります。

１５．岡山県シングルス選手権大会　兼全日本シングルス選手権大会岡山県予選会



日時 １０月２２日（土）午前９時

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・　一般の部（年齢制限しない）

・  ８０才以上の部（男女の合計年令が  ８０才以上） ただし男性が満４０才以上

・１００才以上の部（男女の合計年令が１００才以上） ただし男性が満５０才以上

・１２０才以上の部（男女の合計年令が１２０才以上） ただし男性が満６０才以上

　※年齢は、２０２２年４月１日現在の年齢

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

・学連登録者の参加を認める。

試合方法 ・リーグ戦又はトーナメントとする。

・参加数によりコンソレーションを行う場合もある。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  １０月５日（水）必着の事。

参加料 １　　ペ　ア ３，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

１６．岡山県ミックスダブルス大会



日時 １０月３０日（日）午前９時

会場 岡山県総合グラウンド南テニスコート

種別 ・一般男子

・一般女子

・シニア男子

・シニア女子

　※シニアの年齢は、２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・小学生（２０２２年４月１日現在で小学１年生～６年生の者）

参加資格 ・県連に登録している加盟団体のチーム。(学連を含む)

・公認審判員資格を取得していること。

・２名は他団体所属でもよい。

チームの編成 ・男子・女子共に年齢制限しない。

・シニア男子・女子共に４５才以上の者。

・選手２名以上６名以内で１チームを編成すること。

・小学生は、４名以上８名以内で１チームを編成する。（男女混合でも可）

試合方法 ・２ペアの勝抜法による対抗戦。

・対戦の都度、オーダーを変えてもよい。

・男子、女子共にリーグ戦又はトーナメントとする。

・小学生は、点取り法よる３ペア対抗戦とする。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日 １０月１２日（水）必着の事。

参加料 男子・女子・シニア男子・シニア女子 １　チーム　　８，０００円

小学生 １　チーム　　６，０００円

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・小学生は、保護者が責任をもって引率して来て下さい。

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１チーム１２，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１チーム１０，０００円

１７．岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦



日時 １１月６日（日）午前９時　　　　　　

会場 岡山県備前テニスセンター南コート

種別 ・ダブルス　５年生男子

・ダブルス　４年生以下男子

・シングルス　６年生男子

・ダブルス　５年生女子

・ダブルス　４年生以下女子

・シングルス　６年生女子

参加資格 ・出場選手は県連に登録した小学生であること。

・公認審判員資格を取得していること。

申込方法 ・①により申し込むこと。

・申込み期日 １０月１９日（水）必着の事。

参加料 ダブルス　１ペア ２，０００円

シングルス　１名 ２，０００円

・ユニフォームは日本連盟が公認したメーカーのテニス製品を着用して下さい。

・靴は､日本連盟が公認したメーカーのテニスシューズを使用して下さい｡

・ラケットは、日本連盟の公認マークの添付したものを使用して下さい。

その他 ・保護者が責任をもって引率して来て下さい。

・本大会出場資格数　　シングルス　２名　　ダブルス　４ペア

＊全国小学生大会

    期　日 ２０２３年３月２９日（水）～３１日（金）

    会　場 千葉県白子町

１８．全国小学生大会岡山県予選会

服装及び持物



日時 １１月２６日（土）午前９時３０分　（一般男子を除く）

１１月２７日（日）午前９時３０分　（一般男子）

会場 瀬戸町総合運動公園体育館

種別 ・一般男子 年齢制限しない

学連より１６ペア以内の参加を認める。

高体連より １２ペア以内の参加を認める。

中体連より ８ペア以内の参加を認める。

・一般女子 年齢制限しない

学連より１６ペア以内の参加を認める。

高体連より １２ペア以内の参加を認める。

中体連より ８ペア以内の参加を認める。

・男子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・女子３５ ※２０２２年４月１日現在で満３５才以上の者

・男子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・男子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

・女子４５ ※２０２２年４月１日現在で満４５才以上の者

・女子５５ ※２０２２年４月１日現在で満５５才以上の者

参加資格 ・公認審判員資格を取得していること。

・一般の部に出場選手は技術等級の有取得者であること。

・日程が違う種別については、両方エントリー可能。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  １１月９日（水）必着の事。

参加料 １　ペ　ア ３，０００円    （高校生・中学生も含む）

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア５，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　　

・フロアー内とフロアー外とのテニスシューズの区別を必ずして下さい。

・選手の体育館入場は８時５０分からです。

・体育館西側の駐車場は使用できません。

１９．岡山県インドア選手権大会



日時 １２月２３日（金）午前８時００分

会場 岡山県総合グラウンド　ジップアリーナ

種別 ・男　　子

・女　　子

参加資格 ・県高校新人大会（ダブルス）兼県高校インドア選手権大会予選ベスト２４

申込方法 ・高体連事務局へ指定された期日までに申し込むこと。

参加料 １　ペ　ア ２，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア３，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

・本大会は高体連指定のゼッケンでの参加を認める。

・フロアー内とフロアー外とのテニスシューズの区別を必ずして下さい。

・参加に当たっては高体連の注意事項を参照してください。

２０．岡山県高等学校選抜インドア選手権大会



日時 ２０２３年２月４日（土）午前９時

会場 岡山県備前テニスセンター南北コート

倉敷市水島緑地福田公園

種別 ・中級の部　 男・女女 （高校生を含む）　

・初級の部 男・女女 （高校生を含む）　

参加資格 ・県連に登録している者で、中級は技術等級２～３級の者。

・県連に登録している者で、初級は技術等級４級の者。

・学連所属の選手で県内大会ベスト１６以内の選手は出場できない。

・高校生（技術等級を取得していない者）で岡山県大会に出場していない者は初級

　それ以外は中級。

・過去に初級でベスト４に入賞した者は中級に参加すること。

・過去に中級でベスト４に入賞した者は参加できない。

申込方法 ・①、②により申し込むこと。

なお、②の場合は、所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み期日  ２０２３年１月１１日（水）必着の事。

・高体連所属の学校は高体連事務局に申込してください。

参加料 １　　ペ　ア ２，０００円

※締切日前日までに会員登録完了していない者が含まれる場合、１ペア３，０００円。

その他 ・参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。　　　　

・男女共、中級上位４ペアの者は技術等級１級とする。

・男女共、初級上位４ペアの者は技術等級３級とする。

  （大会終了後それぞれ申請して下さい。）

・本大会に参加の高校生は高体連指定のゼッケンでの参加を認める。

・学連所属の選手は、学連事務局を経由して申込みすること。

２１．岡山県技術等級大会



日時・会場 備前東地区 第１回：　７月３０日（土）９:００～

第２回：１２月１７日（土）９:００～

岡山県備前テニスセンター (北コート)

備前西地区 第１回：　８月２７日（土）２８日（日）９:００～

第２回：１２月１７日（土）１８日（日）９:００～

岡山市浦安総合公園テニスコート

備南東地区 第１回：　７月　９日（土）１０日（日）９:００～

第２回：　１２月３日（土）１０日（土）９：００～

水島緑地福田公園テニスコート

備南西地区 第１回：　７月３０日（土） ９:００～ 予備日： ７月３１日（日）

井原運動公園　笠岡総合スポーツセンター 7/31井原運動公園

第２回：１１月１３日（日） ９:００～ 予備日：１２月３日（土）

井原運動公園　笠岡総合スポーツセンター 12/3井原運動公園

備北地区 第１回：　６月１１日（土）９:００～ 予備日：　６月１２日（日）

第２回：１０月２２日（土）９:００～ 予備日：１０月２３日（日）

神原スポーツ公園

美作地区  第１回：　８月２０日（土）２１日（日）９:００～ 予備日：　８月２７日（土）

第２回：１１月１２日（土）９:００～ 予備日：１１月１３日（日）

津山スポーツセンター　久米南・美咲中央 11/13久米南・美咲中央

種別 ・男　子 Ⅰ部（フリー）・Ⅱ部（経験１年程度）

・女　子 Ⅰ部（フリー）・Ⅱ部（経験１年程度）

・各地区から配付される要項による。

参加資格 ・日本ソフトテニス連盟に登録済みの中学生であること。

・中学校体育連盟に所属している学校の生徒であること。

試合方法 ・リーグ戦またはトーナメントとする。

申込方法 ・所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

・申込み先      

県中体連ソフトテニス部各地区代表

参加料 １　　名　　       ２００円

その他 ・各地区から配付される要項と参加上の条件並びに注意事項を熟読の上参加して下さい。

２２．岡山県中学生地区別チャレンジカップソフトテニス大会



日時 ９月１０日（土）  午前９時～１６時

会場 岡山県備前テニスセンター 全面

参加申込 ・個人（ペア申込ではありません）

・学校またはクラブで取りまとめの上、申し込むこと

申込方法 ・②③のいずれかにより申し込むこと。

　所定用紙（巻末参照）に必要事項を明記の上申込むこと。

申込、書類郵送先

〒７０１－１３３３ 岡山市北区立田５４－５

今川　彰  　　岡山県ソフトテニス連盟(宛) 

・申込み期日   ８月２４日（水）必着の事。

・小学校連盟，および中体連所属団体は中体連ソフトテニス専門部ホームページ

の記載にしたがって申し込むこと。

参加料 １人　５００円（受付時に徴収）全員に参加賞有り

行事内容 全員参加

・９時からセンターコートで開会式

・抽選会（景品）

１コース 小・中学生でソフトテニス歴１年未満 講習会又は交流試合

２コース 小学生 講習会又は交流試合

３コース 中学生 講習会又は交流試合

４コース 高校生 講習会又は交流試合

５コース 一　般 交流試合

６コース 男子４５才以上、女子４０才以上 交流試合

２３．第２０回 岡山県「ソフトテニス週間」





【成年の部】

・一次選考会

（ダブルス）　　　　2022年6月4日（土）9時～　岡山県備前テニスセンター南コート

（シングルス）　　　　        6月5日（日）9時～　岡山県備前テニスセンター南コート

・最終選考会　　2022年6月25日（土）10時～　県総合グランド南テニスコート

　          　　　　　　　　　     6月26日（日） 9時～　県総合グランド南テニスコート

【少年の部】

・一次選考会

　　　　　　　　　　　2022年6月25日（土）9時～　岡山県備前テニスセンター南コート

　※予備日　6月26日（日）

・最終選考会　　2022年7月２日（土）9時～　岡山県備前テニスセンター南コート

　※予備日　7月3日（日）

（選考方法）

1　選手の決定方法については、別添「強化指定選手等選出規定第7条（県代表選手選考会）

に準ずるものとする。なお、同規定中の「指定選手」は、規定第3条1項及び２項にある「特別指定選手」、

「国体強化選手」をいい、4項共通事項についても準用する。

2　試合方式・組み合わせ等については強化委員会で決定し、リーグ戦・トーナメント戦の

併用とするが、天候その他の事由により、当日変更することがある。

【参　考】

　国体中国ブロック大会

　　8月20日（土）～　8月21日（日）　

    場所　広島県広島市　広島翔洋テニスコート

令和３年度国民体育大会選考要領

岡山県ソフトテニス連盟

強　化　委　員　会



強化指定選手等選出規定

岡山県ソフトテニス連盟

令和2年2月8日

第1条（制定の趣旨及び目的）

　本規定は、岡山県ソフトテニス連盟（以下、連盟という。）の代表として国体及び全国大会等へ出場し、

上位進出を目指した岡山県ソフトテニス連盟強化委員会（以下、強化委員会という。）の強化活動費

助成事業を円滑に進めるため、強化指定選手及び選考基準等を定め、もって競技力向上を図るとともに

連盟の発展に寄与する。

第2条（適用範囲）

　本規定は、日本ソフトテニス連盟に会員登録した選手で、本県代表として国体及び全国大会等に出場する

選手及び県内で活動する選手に適用する。

第3条（対象年齢及び選考基準）

　※成年の部

　18歳以上の男女で、以下の条件の一つに該当し、強化委員会により推薦され、理事長が承認した選手。

1 特別指定選手　（選考会を免除される選手）

　前年度の戦績において、

（1）  日本代表選手として国際大会へ出場した者。

（2）  日本ソフトテニス連盟からナショナルチームの一員として指名され活動した者、又は年代別アンダー

指定選手として指名され活動した者で、強化委員会で承認された者。

（3）  全日本選手権大会、全日本社会人選手権大会、全日本学生・高校選手権大会等でベスト４以上。

（4）  全日本シングルス選手権大会でベスト４以上。

（5）  上記（1）から（4）に準ずる者で、強化委員会で推薦される者。

　※　ダブルス成績の場合は、個人においても適用する。

2  国体強化指定選手　（一次選考会を免除することのできる選手）

　前年度の戦績において、

（1）　全日本大会またはそれに準ずる大会（一般、大学生、高校生）で優秀な成績をおさめた者。

（2） 　国体（ブロック大会含む）で岡山県選手として出場して活躍した者。

（3） 　その他強化委員会で推薦される者。

　※　ダブルス成績の場合は、個人においても適用する。

3　岡山県強化指定選手（県内在住の指定選手として、強化・育成する選手）

（1） 　県連盟主催大会、中国選手権以上の各連盟主催大会に出場する意思のある者。

（2） 　今後、県内の競技発展に寄与すると強化委員会で承認された者。



※少年の部

　一次選考会を免除することのできる選手は、少年の部最終選考会に出場することができる選手で

ハイスクールジャパンカップに出場する者。

4　共通事項

　強化委員会の推薦で、理事長の承認があれば、国体強化指定選手は、選考会日程等その他の事由に

より選考会等に参加し、または免除することができる。

第4条（選考指定方法）

　各指定選手は、日本ソフトテニス連盟登録会員の中から毎年5月1日までに前記選考基準に基づき選考し、

強化委員会の推薦に基づき、理事長が承認する。又、年度内の連盟主催大会、もしくはそれに準ずる大会に

おいて優秀な成績をおさめた場合は、強化指定選手として強化委員会の推薦に基づき、理事長が承認

追加することができる。

　特別指定選手及び国体強化指定選手　該当者

　岡山県強化指定選手　　　　　　　　若干名

第5条（強化指定選手の責務）

　本連盟主催大会、強化練習会等に参加し、自己の資質、技術及び競技力向上に努めるとともに、本連盟の

発展に寄与し、強化指定選手として他の模範とならなければならない。

　・指定期間は、一年度内とする（指定年度5月～翌年3月末日まで）。

　・指定を受けた強化選手は、別に定める承諾書を所定の期日までに強化委員会へ提出をするものとし、

　提出のない場合は強化選手として指定をしないことがある。

　・指定を受けた強化選手は、本連盟を代表する選手としての品性を保ち適切な行動・言動をもって他の

　模範となること。

第6条（強化指定選手の取り消し）

　強化指定選手は、次の各号に掲げる一項目に該当した場合、指定期間内であっても、強化委員会の議決

により、指定を取り消すことがある。

　・本連盟所属の会員でなくなった場合。

　・強化指定選手として相応しくない言動、行動があり本連盟に迷惑を与え、又は苦情が寄せられた場合。

　・連盟主催大会等へ参加する意思の無いことが明らかになった場合、又は強化指定選手として活動が

　出来なくなった場合（本人の申し出によるもの）。



第7条（県代表選手選考会）

1　成年の部

（1） 　一次選考会において、ダブルス・シングルスの試合（各1日）を行い、ダブルス4ペア、シングルス

4人の12人を選出する。なお、ダブルス・シングルスの結果において、同じ選手が選出された場合は、

選考会に参加した選手（国体強化指定選手）の中から強化委員会の推薦により、理事長が承認した者を

選出し、充足させることができる。

（2）　最終選考において、ダブルス2ペア、シングルス1人、サポート1人の6人を選出する。ただし

特別指定選手の該当者がいる場合は、その者を含む6人を選出する。

（3）最終選考については、上記12人が、強化委員会が別に定める日において、選考会、強化練習会、他

県との練習会等を行い、その結果において監督推薦により強化委員会の承認を得て6人を選出するもの

とする。

なお本規定第３条４項の規定（共通事項）により、監督は一次選考会の12人以外の選手を強化練習

会等に強化委員会の承認を得て、参加させることができる。

（4）一次選考会において、（1）に規定する人数（12人）に達しない場合、または天候等、並びに出場選手の

事由により、最終選考が実施できないと判断した場合、強化委員会は一次選考会において6人を選出し

最終選考とすることができるものとする。

2　少年の部

　少年男女については、一次選考会において推薦ペアを含む8ペア（16人）を選出し、最終選考会で

8ペアを2ブロックに分け、リーグ戦を行う。その結果を参考に最終選考会出場者の中から、高体連強化

委員会において7名の選手を選出し、強化委員会で承認する。

3　1項及び2項で選出された選手は、常任委員会において承認を受けるものとする。

4　前1項～3項において決定された選手が、事故、病気その他の事由により、選手の変更を余儀なく

された場合は、強化委員会の推薦により、理事長の承認を得たものを常任理事会に諮り選出するもの

とする。

第8条（強化事業からの援助）

強化指定選手に対する補助として下記項目を定める。

・連盟主催大会に岡山県（登録クラブ）の選手として参加する場合の交通費及び参加費の一部援助

（交通費、参加費の援助については別に定めるものとする）

・強化練習会の機会提供（場所、時間の提供）

附則

この規定は令和2年2月8日から施行とする。


