
１． 期　日 4月7日 (日) ・荒天時　 4月14日 (日)

２． 会　場 県総合運動公園(１６面) ・荒天時　足利市総合運動場(１６面)

３． 種　別　 一般男女，男女３５，男女４５，シニア男女（５０，５５，６０，６５，７０，７５，８０）

４． 申込期限 2月25日(月)～3月17日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。
５． 参加資格 (1)

(2)
＊

６． 参加料 １ペア　４，０００円　

７． 使用球 ケンコーボール

８． 県代表枠   ・  一般男女は各２４ペア(参加枠内であれば高校生の参加も認める。)

　・　他の種別は各８ペア，高体連各男女２ペア以内

　・　会員登録者で技術等級2級以上と審判員資格を持つ者。

　　 但し，男女３５，男女４５，シニア男女の種別は技術等級は問わない。

　・   オープン。但し，会員登録者で技術等級2級以上と審判員資格を持つ者。

　　 但し，男女３５，男女４５，シニア男女の種別は技術等級は問わない。

＜関東選手権大会＞

日程・会場 5月25日(土)～26日(日) ・千葉県白子町

参加料 １ペア　４，０００円

参加資格 県代表，推薦枠

＜東日本選手権大会・東日本シニア選手権大会＞
日程・会場 7月20日(土)～21日(日) ・静岡県静岡市・浜松市

参加料 １ペア　４，０００円

参加資格

◎　ねんりんピック ２０１９(ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技)
１． 主催 とちぎ健康福祉協会

２． 主管 栃木県ソフトテニス連盟

３． 期日 5月11日 (土) ・荒天時 5月25日 (土)

会場 宇都宮市屋板運動場(４面) ・荒天時　 同左

４． 種別 (1) 男子６０歳以上のペア　

(2) 女子６０歳以上ペア

(3) 男子７０歳以上，女子６０歳以上の混合ペア (年齢起算は2019年4月1日現在の年齢)

５． 参加資格 県内居住者

６． 参加料 １人　 １，０００円

７． 使用球 ケンコーボール

８． 申込期限 申込み締め切り日は，4月8日(月)。申込み先は，県連事務局に申し込むこと。

＜全国大会＞

日程・会場 11月9日(土)～11日(月)

参加資格 県代表１チーム　　　

◎　全日本実業団ソフトテニス大会　県予選会
１． 期　日 5月12日 (日) ・荒天時 5月19日 (日)

２． 会　場 小山市原の内公園(４面) ・荒天時 左同

３． 種　別 男子団体，女子団体(３ペア対抗)

４． 申込期限 4月8日(月)～4月21日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。
５． 参加資格 (1)

(2)

６． 参加料 １チーム，９，０００円

７． 使用球 アカエムボール

８． 県代表枠 各　3チーム

オープン。技術等級２級以上と審判員資格を有する者。
但し，男女３５，男女４５，シニア以上の種別は技術等級は問わない。

(平成３１年度　県大会実施要項詳細)

選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)
前年度関東大会ベスト８以上のペアは，同一ペアでの参加に限り関東大会に参加できる。(推薦枠)
その際は，県予選会を免除することができる。

＜関東大会＞

＜東日本大会＞

◎　ケンコー杯関東・東日本ソフトテニス選手権大会　県予選会

会員登録者で技術等級，審判員資格を持つ者。但し，成年以上の種別は技術等級資格は無くても参加可

和歌山県

会社・銀行・官公庁等のチームであり，参加チームで会員登録していること。(但し，選手を兼ねない監督は
この限りではない。)また，審判員資格を持つ者。

選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)



＜全国大会＞

日程・会場 7月26日(金)～28日(日) 鹿児島県鹿児島市

参加料 １チーム，２５、０００円(県予選会参加チームの参加料は，県連負担)

参加資格 県代表

◎　日本スポーツマスターズ(ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技)県予選会
１． 期　日 5月12日 (日) ・荒天時 6月9日 (日)

２． 会　場 三島テニスコート(4面) ・荒天時 足利市総合運動場

３． 種　別 ３５歳以上の男子・女子，４５歳以上の男子・女子，３５歳以上の女子と４５歳以上の男子混合ペア

４． 申込期限 4月８日(月)～4月2１日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 会員登録者で，審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 栃木県在住または在勤者。

(3) 本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した者は本大会に参加できません。

(4) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

６． 参加料 １ペア　４，０００円　

７． 使用球 ダンロップボール

８． 県代表枠 上記５種別のペアの１チーム

＜日本スポーツマスターズ(ソフトテニス競技)本大会＞

日程・会場 9月21日(土)～22日(日) 岐阜県

種別 A(３５歳以上の女子ペア)，B(３５歳以上の男子ペア)，Ｃ(４５歳以上の女子ペア)

D(４５歳以上の男子ペア)，E(女子３５歳以上，男子４５歳以上の混合ペア)

以上の５種１チーム(団体戦)

参加料 １チーム　　６０，０００円(県連負担)

参加資格 県代表　　１チーム

チーム編成 監督１名，コーチ１名，選手男子５名女子５名の12名以内で１チームを編成

１． 主　催 栃木県ソフトテニス連盟

２． 期　日 6月2日 (日) ・荒天時 6月9日 (日)

３． 会　場 足利市総合運動場(１６面) ・荒天時 同左

４． 種　別 一般男女，男女３５，男女４５，シニア男女（５０，５５，６０，６５，７０，７５，８０）

５． 申込期限 4月29日(月)～5月12日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

６． 参加資格 (1) 会員登録者で，審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

７． 参加料 １ペア　４，０００円　

８． 使用球 アカエムボール

９． 県代表枠 　一般男女各１６ペア，男女３５各８ペア，男女４５各８ペア，「推薦の(２)含む」

　オープン(シニア男女５０より)

10. 推　薦 (1) 前年度本大会，各種別共にベスト８(同一出場ペアに限る)

(2) 会長が特に認めた者。(国体強化推薦選手，その他)

＜全日本社会人選手権大会＞

日程・会場 9月14日(土)～15日(日) 山形県山形市・天童市・酒田市

参加料 １ペア　４，０００円(県予選会参加者の参加料は，県連負担)

参加資格 県代表 (一般男女は技術等級２級以上と審判員資格を有すること)

＜全日本シニア選手権大会＞

日程・会場 9月13日(金)～15日(日) 京都府福知山市他

参加料 １ペア　４，０００円

参加資格 オープン。但し，審判員資格を有する者。

◎　ルーセント杯全日本社会人ソフトテニス選手権大会
　　　　　　　　 ・全日本シニアソフトテニス選手権大会県予選会

＜全日本社会人＞

＜全日本シニア＞



◎　地区対抗ソフトテニス大会
１． 期　日 6月23日 (日) ・予備日なし

２． 会　場 足利市総合運動場(１６面)

３． 種　別 チーム編成

（年齢起算日は、2019年4月1日現在）

４． 申込期限 5月20日(月)～6月2日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 会員登録者で審判員資格を持つ者。

(但し，中学生男女，女子３５～，女子４５～の種別は，未登録，審判資格がなくても参加可能)

６． 参加料 １チーム，９，０００円

７． 使用球 ダンロップボール

８. 詳細は県連HPに掲載

◎　第７４回天皇賜杯・皇后賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会 県予選会
１． 期　日 8月4日 (日) ・荒天時 8月11日 (日)

２． 会　場 県総合運動公園(1６面) ・荒天時 足利(16面)

３． 種　別 男子・女子ダブルス

４． 試合方式 トーナメント方式   ７ゲームマッチ

５． 申込期限 7月1日(月)～7月14日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

６． 参加資格 (1) 会員登録者で，審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

(3) 高校生の出場は，各校２ペアプラス高体連推薦１６ペアを認める。

７． 参加料 １ペア　一般は４，０００円　学生は2，０００円

８． 使用球 男子：アカエムボール，女子：ケンコーボール

９． 県代表枠 男女各２ペア，前年度大会推薦枠有り。

＜全国大会＞　(天皇賜杯・皇后賜杯・全日本選手権大会)

日程・会場 10月18日(金)～20日(日)

参加料 １ペア　　４，０００円(県予選会参加者の参加料は，県連負担)

参加資格 県代表(ただし，技術等級ＳＰ以上)，および他の大会推薦枠

◎　県クラブ対抗ソフトテニス大会
１． 期　日 9月15日 (日) ・荒天時 9月29日 (日)

２． 会　場 くろいそ運動場(20面) ・荒天時 所野(10面),丸山(8面)

３． 種　別 部別団体

４． 申込期限 8月12(月)～8月25日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 参加クラブで会員登録している者で，審判員資格を持つ者。技術等級の資格なしでも参加可能。

(2) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

６． 参加料 １チーム，９，０００円

７． 使用球 アカエムボール

８． 備　考 実施細則及び部別区分は県連HPに掲載

＜全日本クラブ選手権大会＞　　　　

日程・会場 10月26日(土)～27日(日) 　　千葉県白子町

参加料 １チーム　１５，０００円

参加資格 オープン。但し，審判資格を有する者。

　監督1名、主務1名、選手11ペア　　計２４名　の団体戦
　１．中学男子　　２．中学女子　　３．高校男子　　４．高校女子　５．一般男子　　６．一般女子
　７．男子３５～　　８．女子３５～　９．男子４５～　10．女子４５～　　11．シニア男子５５～

岩手県北上市

地区割



◎2019年ソフトテニス週間交流大会/栃木県シニア大会
１． 期　日 10月6日 (日)  

２． 会　場 小山市(8面)   

３． 種　別 シニア男女（４５, ５０，５５，６０，６５，７０，７５，８０）

４． 申込期限 9月2日(月)～9月15日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 会員登録者で審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 用具，ウェア，シューズ等は日本連盟公認のものを使用すること。

(3) ゼッケンを着用は必要なしとする。

６． 参加料 １ペア　４，０００円　

７． 使用球 ダンロップボール

◎　県ソフトテニス総合選手権大会
１． 期　日 10月13日 (日) ・荒天時 10月27日 (日)

２． 会　場 くろいそ(16) ・荒天時 同左

３． 種　別 一般男女，男女３５，男女４５，シニア男女（５０，５５，６０，６５，７０，７５，８０）

４． 申込期限 9月9日(月)～9月22日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 会員登録者で審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 高校生男女各８ペア，中学生男女各４ペアの参加を認める。

(3) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

６． 参加料 １ペア　４，０００円　

中学生・高校生　2，０００円　

７． 使用球 男子：アカエムボール，女子：ケンコーボール

　　　* 県総合選手権大会の受付はAm８：００,開会式はAm8：30とする。

◎　県民スポーツ大会　(ソフトテニス競技)
１． 主　催 (公財)栃木県体育協会

２． 主　管 栃木県ソフトテニス連盟

３． 期　日 10月20日 (日) 予備日　なし

４． 会　場 栃木市総合運動公園(１６面)

５． 種　別 ・市対抗　　　・町対抗

６． 参加資格 住民登録している市，町から出場する。 

７． チーム編成 監督１，主務１，一般男子・一般女子・男子３５・女子３５・男子４５，各１ペア

８． 試合方法 別紙－５．４項参照

９． 使用球 ケンコーボール

◎　県選抜シングルスソフトテニス大会
１． 期　日 12月1日 (日)  

３． 会　場 芳賀与能コート(6面)

４． 種　別 男子(２４人)，女子(２４人)

５． 申込期限 10月28日(月)～11月10日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

６． 参加資格 (1) 県連盟推薦選手の参加を認める。

一般男子８人，一般女子８人

(2) 高体連・中体連推薦選手の参加を認める。

高校男子８人，高校女子８人，中学男子８人，中学女子８人

(3) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

７． 参加料 一　　　般　１人　2，０００円　

中・高校生　１人　１，０００円　

８． 使用球 ダンロップボール

予備日　なし

予備日なし



◎　県ミックスダブルスソフトテニス大会
１． 期　日 12月15日 (日)  ・荒天時 12月22日 (日) 　

２． 会　場 宇都宮市清原(8面) ・荒天時 日光市所野(8)

３． 種　別 種別 A B C D E F G      H

男 年齢不問 35～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～

女 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～

４． 申込期限 11月11日(月)～11月24日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 会員登録者で審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加は可能です。

(2) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

６． 参加料 １ペア　４，０００円　

７． 使用球 ケンコーボール

◎　県選抜ダブルスソフトテニス大会
１． 期　日 1月26日 (日) 　

２． 会　場 真岡市総合運動公園(8面)

３． 種　別 男子２４ペア，女子２４ペア

４． 申込期限 12月23日(月)～1月5日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 県連盟推薦ペアの参加を認める。

 一般男子８ペア，一般女子８ペア

(2) 高体連・中体連推薦ペアの参加を認める。

 高校男子８ペア，高校女子８ペア，中学男子８ペア，中学女子８ペア

(3) 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段のもの)

６． 参加料 一般　１ペア　4，０００円　

学生　１ペア　2，０００円　

７． 使用球 アカエムボール

◎　全日本シングルスソフトテニス大会　県予選会
1． 期日 　 ・荒天時 2月16日 (日)

２． 会場 真岡市総合運動公園(８面) ・荒天時 真岡市総合運動公園(８面)

３． 種別 男子，女子(高校生男女４名が参加する)

４． 参加料 １人　２，０００円

５． 申込期限 1月14日(月)～1月27日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

６． 参加資格 　 会員登録者で審判員資格を持つ者。技術等級の資格が無くても参加可能。

　 (高体連推薦の高校生男女各4名が参加。)

また，平成31年3月に卒業する高校3年生で審判員資格を持つもの。

(但し，本大会までには県内クラブに登録していることを条件とする)

７． 県代表 男子・女子　各４名および他の大会推薦枠

８． 使用球 アカエムボール

＜全国大会＞　(第27回全日本シングルス選手権大会)

日程・会場 未定

参加料 １人　　４，０００円(県予選会参加者の参加料は，県連負担)

参加資格 県代表(ただし，技術等級2級以上)，および他の大会推薦枠

2月9日(日)

年齢不問

予備日なし

北信越・東海



◎　第７５回 国体ソフトテニス競技「成年の部」 県選考会
１． 主催 栃木県教育委員会，(公財)栃木県体育協会，栃木県ソフトテニス連盟

２． 期日・会場 １次 シングルス (日)

１次 ダブルス (日)

２次 シングル・ダブルス (日)

　

３． 種別 成年男子，成年女子

４． 申込期限 (1) 申込先　

栃木県ソフトテニス連盟　　FAX：028-678-9845 　　　e-mail：tochigi_sta@ybb.ne.jp 

(2) 申込用紙 様式４(別添)

(3) 申込期間 1月20日(月)～2月2日(日)までに，県連盟事務局に申し込むこと。

５． 参加資格 (1) 審判員及び技術等級の資格は不要です。

(2) 下記のいずれかが県内の者。(社会人，大学生等，2019年3月に卒業する高校3年生))

１)居住地を示す現住所が県内であること。

　　(居住地を示す現住所とは住民登録・日常生活をしている場所の２つの条件を満たしていること。)

2)勤務地が県内であること。

(３) 「ふるさと選手制度」を使っての参加可能。(出身中学校又は高等学校の所在地)

※ふるさと選手制度を活用し参加希望する者は事前に県連盟に承諾・確認が必要です。

６． 参加料 ダブルス　１ペア　４，０００円 　シングルス　２，０００円

７． 使用球 男子：アカエムボール，女子：ケンコーボール

＜国体関ブロ＞ 神奈川県

＜第７５回 国体本大会＞ 鹿児島県鹿児島市

2020年2月23日 くろいそ運動場(8)

2020年3月8日

2020年3月22日

シングルス・ダブルス(予備) 未定

くろいそ運動場(8)

未定

くろいそ運動場(12)   


