
高校生

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

参加資格 制限なし　　

使用球・参加料 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）

申込先

締切日 令和３年４月１６日（金）

予備日 令和３年４月２５日（日）　※男子：SAGAサンライズパーク庭球場  女子：みゆき公園

会　長 中尾 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

大会名 国体少年男子・少年女子候補者佐賀県選考会兼Ｕ－１７Ｓｔep２

日　程

会　場

種　　目 男子・女子　　実技選考
競技方法

参加資格 中学3年、高校1～3年生で推薦された者、別途通知

使用球・参加料

申込先 当日受付　　　　　　

締切日 別途通知

予備日

会　長 田中命 副会長
競技委員長 古賀一 総　務 新郷 レフェリー 田中千

責任者 山﨑太、園田 広　報 中川、渕野ひ、大島
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事 強化部理事

開　催　要　項
第50回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス
２０２１　　佐賀県代表選考会

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、唐津市ソフトテニス協会

令和３年６月５日(土）　　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：（株）ゴーセン、ナガセケンコー（株）

令和３年４月２４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：伊万里国見台

大会運営
役　　　員

種　　目
競技方法

男子：唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)
女子：佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

唐津市松浦河畔公園庭球場　

ケンコーボール、アカエム　　　　　　　　　　　無料

主催等

大会運営
役　　　員



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
競技方法

参加資格

使用球・参加料 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）

申込先

締切日 令和３年８月１８日（水）

予備日 令和３年８月２５日（水）　　　　　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 中尾 副会長

競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

高校生

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
※個人戦ベスト８は、佐賀県秋季選手権大会の出場資格あり。

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年１０月１６日（金）

予備日

会　長 中尾 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

開　催　要　項

佐賀県高校新人ソフトテニス選手権大会（九州高校新人大会県予選）

高校１・２年生に限る。参加ペア数制限なし。

令和３年１０月２３日(土）　　８：３０受付・開会式　９：００試合開始

男子：唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)
女子：佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

男子：アカエム、女子：ケンコーボール　１，０００円/１人（団体戦出場者不要）
（未登録会員の参加料2,000円/1人）

男子：唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)
女子：佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

佐賀県高校生夏季ソフトテニス選手権大会

種　　目
競技方法

大会運営
役　　　員

高校１・２年生に限る。参加ペア数制限なし。

男子：SAGAサンライズパーク庭球場 　　女子：嬉野みゆき公園

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　主管：県連盟高校部会、県高体連専門部
後援：ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

令和３年１０月３０日（土）
※会場は男子：みゆき公園　女子：鹿島北公園

主催等

大会運営
役　　　員

主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：ナガセケンコー（株）

令和３年８月２４日(火）　　８：３０受付・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：みゆき公園テニスコート



高校生

大会名

日　程

会　場

種　　目
競技方法 トーナメント・リーグ戦方式

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年１０月１６日（金）

予備日

会　長 中尾 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

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
※体育館シューズ着用のこと

参加資格 選抜（県高校新人大会個人戦ベスト１６）

使用球・参加料

申込先 当日受付

締切日 当日

予備日 なし

会　長 田中命 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

玄海町民体育館

種　　目
競技方法

アカエム　　１，０００円/１人（大会当日納入のこと）
（未登録会員の参加料2,000円/1人）

佐賀県高校新人ソフトテニス大会（団体）（全日本高等学校選抜大会県予選）

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　主管：県連盟高校部会、県高体連専門部
後援：ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

令和３年１０月２４日(日）　８：３０受付・開会式　９：００試合開始

開　催　要　項

第４０回佐賀県選抜高校インドアソフトテニス選手権大会

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：（株）ルーセント

令和３年１２月１８日(土）　８：３０受付・開会式　９：００試合開始

男子：アカエム、　女子：ケンコーボール　　　８，０００円/１チーム
（未登録会員を含む場合参加料16,000円/1チーム）

大会運営
役　　　員

　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

各学校１チーム（選手４人～８人以内）、３年生は出場不可。

男子：唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)
女子：佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

令和３年１０月３１日（日）
　※会場は男子：みゆき公園　女子：鹿島北公園

男子：SAGAサンライズパーク庭球場 　　女子：嬉野みゆき公園

大会運営
役　　　員



大会名

日　程

会　場 男子：SAGAサンライズパーク庭球場　女子：嬉野みゆき公園テニスコート

シングルス個人戦（①男子　②女子）

種　　目 トーナメント方式
競技方法

参加資格 選抜（県高校新人大会個人戦ベスト１６）

使用球・参加料

申込先

締切日 令和４年１月２１日（金）

予備日 令和４年１月３０日（日）　　　　　　※会場は同会場

会　長 中尾 副会長

競技委員長 新郷 総　務 中川、中村 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

高校生

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦（女子）
トーナメント方式

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日 令和４年２月２５日（金）

予備日 令和４年３月２０日（日）　　　※会場は同会場

会　長 中尾 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中村 レフェリー 田中千

責任者 杉光 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

第５１回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス２０２１
シングルス競技佐賀県代表選考会

主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：（株）ゴーセン、ナガセケンコー（株）

令和４年１月２９日(土）　８：３０受付・開会式　９：００試合開始

開　催　要　項

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：（株）ミズノ、ナガセケンコー（株）

令和４年３月１９日(土）　８：３０受付・開会式　９：００試合開始

男子：唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)
女子：佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

ケンコーボール　　　　　　　　　５００円/１人(大会当日納入のこと）
（未登録会員の参加料　1,000円/1人）

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）

佐賀県高校生春季ソフトテニス選手権大会（女子）

大会運営
役　　　員

制限なし

森林公園庭球場

種　　目
競技方法

佐賀北高校　　 新郷朋成　宛　（shingo-tomonari@education.saga.jp)

主催等

大会運営
役　　　員



高校生

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦（男子）
種　　目 トーナメント方式

競技方法

参加資格 制限なし

使用球・参加料

申込先

締切日 令和３年２月２６日（金）

予備日 令和４年３月２０日（日）　　　※会場はみゆき公園テニスコート

会　長 中尾 副会長
競技委員長 新郷 総　務 中川 レフェリー 田中千

責任者 新郷 広　報 本村
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

大会名

日　程

会　場

団体戦(ダブルス３ペアによる点取り対抗戦）、１チーム選手４人～８人以内
①男子　②女子
※予選リーグ・順位リーグ・順位決定戦

参加資格

使用球・参加料

申込先 該当チームへ直接連絡、

締切日 令和４年１月３０日（日）

予備日 なし

会　長 石井 副会長
競技委員長 新郷 総　務 松永、福井 レフェリー 田中千

責任者 新郷、杉光 広　報 江口、牛島裕

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事

令和４年３月１９日(土）　　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

SAGAサンライズパーク庭球場

アカエム　　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

唐津工業高校　江口寿浩　宛  （eguchi-kazuhiro@education.saga.jp)

男女共　　福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島は各３チーム、
佐賀県４チーム、県連盟推薦２チーム

男子：アカエム　女子：ケンコーボール　　８，０００円/１チーム（当日納入）
(未登録会員を含む場合参加料16,000円/1チーム)

開　催　要　項

大会運営
役　　　員

第４１回音成一郎旗争奪九州高校生ソフトテニス大会

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　主管：県連盟高校部会
後援：佐賀新聞社、サガテレビ、ナガセケンコー（株）、ヨネックス（株）、（株）ルーセント

令和４年３月１２日(土）　　９：００受付　　９：３０開会式　　　１０：００試合開始
令和４年３月１３日(日）　　８：３０受付　　９：００試合開始

 SAGAサンライズパーク庭球場 ・ 森林公園庭球場

種　　目
競技方法

佐賀県高校生春季ソフトテニス選手権大会（男子）

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　主管：県連盟高校部会
後援：(株）ミズノ、（株）ルーセント



大会名 国体少年男子・少年女子候補者佐賀県選考会兼Ｕ－１７Ｓｔep２

日　程

会　場

種　　目 男子・女子　　実技選考
競技方法

参加資格 中学3年、高校1～3年生で推薦された者、別途通知

使用球・参加料

申込先 当日受付　　　　　　

締切日 別途通知

予備日

会　長 田中命 副会長

競技委員長 古賀一 総　務 新郷 レフェリー 田中千

責任者 山﨑太、園田 広　報 中川、渕野ひ、大島
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

高校理事 強化部理事

大会運営
役　　　員

ケンコーボール、アカエム　　　　　　　　　　　無料

唐津市松浦河畔公園庭球場　

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、唐津市ソフトテニス協会

令和３年６月５日(土）　　８：３０受付・開会式　　９：００試合開始

主催等


