
小学生

大会名

日　程

会　場

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年４月９日（金）

予備日 令和３年５月２日（日）　　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 川原・竹﨑 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

日　程

会　場

種　　目
競技方法

参加資格 小学生　　

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年５月１４日（金）

予備日 令和３年６月１２日（土）　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 川原・竹﨑 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

嬉野みゆき公園テニスコート　　　　　

ケンコーボール　　　　　　　　　　　３，０００円/１チーム
(未登録会員を含む場合の参加料６，０００円/1チーム)

開　催　要　項

ＪＡ杯佐賀新聞学童オリンピック大会ソフトテニス競技

ケンコーボール　　　　　　　　１，０００円/１人
（未登録会員の参加料２，０００円/1人）

全日本及び西日本小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

令和３年５月１日（土）　　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

唐津市松浦河畔公園庭球場　　　　　

種　　目
競技方法

ダブルス個人戦
①男子　　②女子

ジュニア
理　事

令和３年６月６日（日）　　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

主催：佐賀新聞社
主管：佐賀県ソフトテニス連盟

ジュニア
理　事

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

小学生・ジュニア審判員資格保持者

大会運営
役　　　員

大会運営
役　　　員

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）

主催等

　団体戦（ダブルス３ペアによる点取り対抗戦）
①男子　　②女子



小学生

大会名

日　程

会　場

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年９月 １１日（金） １８日（金）

予備日  令和３年１０月１０日（土）　　　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 川原・竹﨑 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

主催：佐賀県ソフトテニス連盟

日　程 令和３年１０月 １６日（土）　17日（日）　　　１３：００集合　１３：１５開始式

会　場

　ジュニア講習会

種　　目

競技方法

参加資格 県内小学生(参加自由）

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　　　　無料

申込先

締切日 　当日受付

予備日 　　なし

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

川原・竹﨑

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

 嬉野みゆき公園テニスコート　唐津市松浦河畔公園庭球場

開　催　要　項

ソフトテニス週間

ケンコーボール　　　　　　　　　　　１，０００円/１人
(未登録会員の参加料２，０００円/1人)

大会運営
役　　　員

ジュニア
理　事

ジュニア
理　事

主催等

大会運営
役　　　員

種　　目
競技方法

ダブルス個人戦
①男子　　②女子

九州小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）

令和３年１０月 ９日（土）１６日（土）　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

嬉野みゆき公園テニスコート

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

小学生・ジュニア審判員資格保持者



小学生

大会名

日　程

会　場

個人戦（男子・女子）
①６年生シングルスの部　　②５年生ダブルスの部

③４年生以下ダブルスの部

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年１２月３日（金）

予備日 令和３年１２月２６日（日）　　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 川原・竹﨑 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

日　程

会　場

種　　目
競技方法

参加資格 小学生　　

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年１２月３日（金）

予備日 令和３年１２月２６日（日）　　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 川原 総　務 竹﨑 レフェリー 手嶋

責任者 川原・竹﨑 広　報 國信、三浦
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

開　催　要　項

主催等

種　　目
競技方法

主催等

第２１回全国小学生ソフトテニス大会佐賀県予選会

ケンコーボール　　　　　　　　　　　　３，０００円/１チーム
（未登録会員を含む場合の参加料６，０００円/1チーム）

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ヨネックス（株）　、ナガセケンコー（株）

　団体戦（ダブルス３ペアによる点取り対抗戦）
①男子　　②女子

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

ジュニア
理　事

ジュニア
理　事

　令和３年１２月２５日（土）　　８：００受付・開会式　　８：３０試合開始

SAGAサンライズパーク庭球場

小学生・ジュニア審判員資格保持者　（ペアが学年で異なる場合は、
高学年で参加）

ケンコーボール　 , 　シングルス　５００円/１人・ダブルス１，０００/１人
（未登録会員の参加料 シングルス1,000円/1人・ダブルス2,000円/1人）

佐賀県小学生ソフトテニス大会

〒849-1411　嬉野市塩田町大字馬場下甲４２４６－２
川　原　俊　彦　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　0954-66-3082

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ヨネックス（株）　、ナガセケンコー（株）

令和３年１２月２５日（土）　　　８：００受付・開会式　　８：３０試合開始

SAGAサンライズパーク庭球場

大会運営
役　　　員

大会運営
役　　　員



中学生

大会名

日　程

会　場

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年４月２３日（金）

予備日

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 杉原・三根 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

大会名

：００集合　１３：１５開始式 日　程

会　場

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年４月２３日（金）

予備日 令和３年５月２２日（土）　　　　　　※会場は同会場

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

参加資格 各学校4ペア（登録済の3年生は全員出場可）  ※新人戦ベスト8は別枠

団体戦（ダブルス3ペアの点取り対抗戦）
①男子　　②女子
トーナメント方式(敗者審判制度採用)

種　　目
競技方法

種　　目
競技方法

開　催　要　項

男子：ケンコーボール   、女子：アカエム　  　　３，０００円/１チーム
（未登録会員を含む参加料  6,000円/1チーム）　　　　　当日徴収

佐賀県中学生春季ソフトテニス選手権大会（団体）

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

令和３年５月８日（土）　　８：３０　開会式　　９：００　試合開始

男子：SAGAサンライズパーク庭球場　　　女子：嬉野みゆき公園他

佐賀県中学生春季ソフトテニス選手権大会（個人）

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

大会運営
役　　　員

男子：ケンコーボール 、    女子：アカエム　 １，０００円/１人
（未登録会員は2,000円/1人）　当日徴収

大会運営
役　　　員

地区担当理事

主催等

ダブルス個人戦（①男子、②女子）
トーナメント方式(敗者審判制度採用）

男子：みゆき公園他　　女子：SAGAサンライズパーク庭球場

令和３年５月１５日（土）　　８：３０　開会式　　９：００　試合開始

地区担当理事

令和３年５月９日（日）　※会場は男子：唐津河畔 　女子：同会場

杉原・三根

各学校１チーム（選手４人～８人以内）



中学生

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦（①男子、②女子）
トーナメント方式（敗者審判制度採用）

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年８月６日（金）

予備日 令和３年８月２８日（土）　　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦（①男子、②女子）
種　　目 トーナメント方式（敗者審判制度採用）

競技方法

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年８月６日（金）

予備日 令和３年８月２９日（日）　　　　　　※会場は同会場

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ルーセント

男子：SAGAサンライズパーク庭球場　女子：みゆき公園他

男子：ケンコーボール ,　女子：アカエム　  　　　１，０００円/１人
（未登録会員の参加料2,000円/1人）　　当日徴収

男子：ケンコーボール ,　女子：アカエム　  　　　１，０００円/１人
（未登録会員の参加料2,000円/1人）　　　当日徴収

開　催　要　項

佐賀県中学生学年別ソフトテニス大会（１年男子・２年女子）

佐賀県中学生学年別ソフトテニス大会（２年男子・１年女子）

大会運営
役　　　員

大会運営
役　　　員

主催等

制限なし（男子１年の部・女子２年の部 ）

制限なし（男子２年の部・女子１年の部）

主催等

令和３年８月２２日（日）　　８：３０　開会式　　９：００　試合開始

地区担当理事

地区担当理事

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ルーセント

　令和３年８月２１日（土）　　　８：３０　開会式　　　９：００　試合開始

男子：みゆき公園他　女子：SAGAサンライズパーク庭球場

種　　目
競技方法

杉原・三根

杉原・三根



中学生

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦（①男子、②女子）
トーナメント方式（敗者審判制度採用）

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年９月１０日（金）

予備日 令和３年１１月２０日（土）　　　　　※会場は同会場

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

大会名

日　程

会　場

種　　目

競技方法 トーナメント方式(敗者審判制度採用）

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年１０月２２日（金）

予備日

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

種　　目
競技方法

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ミズノ、ナガセケンコー（株）

令和３年１１月６日（土）　８：３０ 開会式　９：００ 試合開始

開　催　要　項

男子：ケンコーボール ,　女子：アカエム　  　　　１，０００円/１人
（未登録会員の参加料2,000円/1人）　　　当日徴収

主催等

各学校１チーム（選手４人～８人以内）

令和３年１１月７日（日）　　　※会場は男子：同会場　女子（１１/１３）同会場

大会運営
役　　　員

男子：ケンコーボール ,　女子：アカエム　  　　　３，０００円/１チーム
（未登録会員を含む参加料6,000円/1チーム）　　　当日徴収

杉原・三根

男子：SAGAサンライズパーク庭球場　　　女子：嬉野みゆき、嬉野中

　団体戦（ダブルス３ペアによる点取り対抗戦）
①男子　　②女子

主催等

大会運営
役　　　員

地区担当理事

杉原・三根

佐賀県中学生新人ソフトテニス選手権大会（団体）兼
九州選抜インドア選考会

佐賀県中学生新人ソフトテニス選手権大会（個人）兼
九州選抜インドア選考会

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ミズノ、ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

男子：令和３年９月２５日（土）女子：２６日（日)８：３０　開会式　　９：００　試合開始

男子：SAGAサンライズパーク庭球場　女子：（９/２６）SAGAサンライズパーク庭球場

各学校５ペア　※学年別大会２年の部ベスト８は別枠



中学生

大会名

日　程

会　場

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和４年１月２８日（金）

予備日 令和４年２月１２日（土）　　※会場は同会場

会　長 澤山 副会長
競技委員長 杉原 総　務 各地区 レフェリー 平田

責任者 広　報
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

中学理事

ジュニア審判員資格保持者・選抜チームを認める

男子：ケンコーボール ,　女子：アカエム　  　　４，０００円/１チーム
（未登録会員を含む場合参加料8,000円/1チーム ） 　　当日徴収

大会運営
役　　　員

杉原・三根

　　　　※大会会場は、参加申込数により男子と女子の会場が変わることがあります。

　　　　　　会場が変わる場合は、地区担当理事から連絡があります。

開　催　要　項

九州地区中学校選抜ソフトテニス選手権大会佐賀県選考会

主催等 主催：佐賀県ソフトテニス連盟

令和４年２月１１日（金）　　８：３０　開会式　　９：００　試合開始

男子：嬉野みゆき公園他　女子：SAGAサンライズパーク庭球場

種　　目
競技方法

団体戦（ダブルス３ペアによる対抗戦）
①男子　②女子

トーナメント方式（敗者審判制度採用）




