
一般・レディース

大会名

日　程

会　場

参加資格 未登録会員参加料　４、０００円/１人

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　２，０００円/１人

申込先

締切日 令和４年３月２７日（日）

予備日 令和４年４月２４日（日）　　　　　　　　※会場は唐津市松浦河畔公園
会　長 田中命 副会長

競技委員長 井原 総　務 片岡、田川 レフェリー 七田

責任者 小池、井本 広　報 北川、中島孝、重
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

日　程

会　場 佐賀県立森林公園テニスコート

ダブルス個人戦
種　　目 ①すみれ（35歳未満）　　②ばら（45歳未満）　　　③ゆり（55歳未満）

競技方法 ④きく（60歳未満）　　⑤あやめ（65歳未満）　　　⑥はぎ（70歳未満）
⑦さつき（70歳以上）　　⑧ふじ（初心者）

参加資格 １８歳以上の女性。（学連登録者を除く）

使用球・参加料 アカエム　　　　　２，０００円/1人　（未登録会員の参加料4,000円/1人）

申込先

締切日 令和２年４月３日（日）

予備日 令和４年４月２４日（日）　　　　　　　　　※会場は伊万里市国見台

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
レディース
連盟理事

佐賀県春季ソフトテニス選手権大会兼国体成年女子（一次）佐賀県予選会

開　催　要　項

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟、唐津市ソフトテニス協会、
協賛：宮島醤油（株）　　　　　後援：ナガセケンコー（株）

令和４年４月１０日（日）　　８：３０受付　９：００開会式　９：１５試合開始

ＳＡＧＡサンライズパーク

種　　目
競技方法

ダブルス個人戦　　①一般男子、一般女子　　②ダブルス男子３５、女子３５
③ダブルス男子４５、女子４５ ④ダブルス男子５５、女子５５
⑤ダブルス女子６０　　⑥ダブルス男子６５、女子６５　　⑦ダブルス男子７０
⑧ダブルス男子７５

（公財）日本ソフトテニス連盟ウエブサイトの「会員登録システム」により申し込むこと。参加料
振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

唐津市
伊万里市

理　事

大会運営
役　　　員

主催等

大会運営
役　　　員

佐賀県レディース春季ソフトテニス選手権大会兼
全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会佐賀県予選会

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、日本レディースソフトテニス連盟
主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟　　　後援：朝日新聞社、(株)ルーセント

令和４年４月１７日（日）　８：３０受付　　９：００開会式　　９:３０試合開始

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５



一般・レディース

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男子　　　　②女子

参加資格

使用球・参加料 アカエム　　９，０００円/１チーム（未登録会員がいる場合の参加料18,000円/1チーム）

申込先

締切日 令和４年４月２２日（金）

予備日 令和４年５月１５日（日）　　　　　　　※会場は同会場

会　長 石井み 副会長
競技委員長 井原 総　務 片岡 レフェリー 手嶋

責任者 小池、古賀博 広　報 重、坂本

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
実業団理事
唐津市・佐賀市

理 事

大会名 全日本レディースソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

日　程

会　場 佐賀市立テニスコート

ダブルス個人戦

種　　目 ①すみれ（35歳未満）　②ばら（45歳未満）　③ゆり（55歳未満）　④きく（60歳未満）

競技方法 ⑤あやめ（6０歳以上）　⑥さくら（R元全国大会出場者）⑦たんぽぽ（全国大会不出場者）

⑧ふじＡ初心者（経験年数2年未満）　⑨ふじＢ初心者（経験年数５年未満）

参加資格 １８歳以上の女性。（学連登録者を除く）

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　２，０００円/1人（未登録会員の参加料4,000円/1人）

申込先

締切日 令和４年４月２４日（日）

予備日 令和４年５月１５日（日）　　　　　　　　　※会場は鳥栖市民庭球場

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

レディース
連盟理事

開　催　要　項

種　　目
競技方法 チーム編成：監督1人、選手4人以上8人以内でチーム編成。

会社・官公庁等のチームであり、出場選手は参加チームで会員登録必要。
（ただし、選手を兼ねない監督はこの限りではない。）

主催等

大会運営
役　　　員

大会運営
役　　　員

主催：朝日新聞社、佐賀県ソフトテニス連盟、日本レディースソフトテニス連盟、佐賀市ソフトテニス協会
主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟　　　後援：佐賀県、日刊スポーツ新聞社、テレビ朝日
協賛：ヨネックス（株）、ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

令和４年５月　８日（日）　　８：３０受付　９：００開会式　９：３０試合開始

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟、
後援：（株）ルーセント

武雄市天神崎公園テニスコート

佐賀県実業団ソフトテニス選手権大会兼
全日本実業団ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

令和４年５月８日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９:１５試合開始

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局
参加料     　振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９
名義：佐賀県ソフトテニス連盟



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

ミックスダブルス個人戦

①40歳以上男子・35歳以上女子　②50歳以上男子・45歳以上女子

③60歳以上男子・55歳以上女子　④65歳以上男子・60歳以上女子

⑤70歳以上男子・65歳以上女子

参加資格

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　　　　　８００円/１人（1日傷害保険料）

申込先 各地区市町生涯スポーツ担当部局

締切日 令和４年５月６日（金）

予備日 令和４年５月２８日（土）　　　　　　※鳥栖市民庭球場

会　長 中尾 副会長
競技委員長 井原 総　務 井本、埋金 レフェリー 石井み

責任者 小池、平野幸 広　報 冨田、兼武、片岡、田川

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

レディース
連盟理事

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦
種　　目 ①35歳以上男子　②35歳以上女子　　③45歳以上男子　　

競技方法 ④45歳以上女子　　　⑤45歳以上男子と35歳以上女子の混合

参加資格 未登録会員参加料　　:　２、０００円/１人

使用球・参加料 アカエム　　　　　　　　　　　　　　　１，０００円/1人

申込先

締切日 令和４年５月２０日（金）

予備日 令和４年６月５日（日） ※会場は同会場

会　長 田中命 副会長
競技委員長 井原 総　務 片岡 レフェリー 七田

責任者 小池 広　報 福島、福田、宮﨑
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

武雄市・西松
浦郡・杵島郡

理　事

開　催　要　項

令和４年６月４日（土）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９：１５試合開始

唐津市
伊万里市

理　事

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局
参加料     　振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９
名義：佐賀県ソフトテニス連盟

佐賀県立森林公園テニスコート

令和４年５月２２日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９：３０試合開始

日本スポーツマスターズ２０２２佐賀県予選会

大会運営
役　　　員

種目団体等の登録有無は条件としない。
第24回佐賀県さわやかスポーツ・レクレーション祭開催要項に定めるところによる。

鳥栖市民庭球場

種　　目
競技方法

大会運営
役　　　員

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟、武雄市ソフトテニス協会

後援：（株）ルーセント

主催等

第24回佐賀県さわやかスポーツ・レクレーション祭 （年齢別ソフトテニス）

主催：佐賀県　　主管：佐賀県ソフトテニス連盟、鳥栖市ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

参加資格

使用球・参加料 ケンコーボール　　　２，０００円/１人（未登録会員参加料　４，０００円/1人）

申込先

締切日 令和４年５月２７日（金）

予備日 令和４年６月２６日（日）　　　　　　　※会場は佐賀県立森林公園

会　長 田中 副会長
競技委員長 井原 総　務 池田、正嶋 レフェリー 七田

責任者 小池、古賀博 広　報 北川、杉本、池上重、坂本

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
佐賀市
小城市
理　事

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦
種　　目 　　①男 子 ②女子

競技方法

参加資格

使用球・参加料 ケンコーボール、アカエム　　　　1，０００円/１人

申込先

締切日

予備日

会　長 澤山 副会長 石井み

競技委員長 古賀一 総　務 佐藤 レフェリー 七田

責任者 山﨑太、公門 広　報 北川、池田，山﨑智

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
佐賀市
小城市 強化部理事
理　事

開　催　要　項

一般男子・一般女子の部各1位ペアに10月23日（金）から愛知県で開催される本
戦への出場権を与える。

令和４年６月１２日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９：１５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　　①一般男子、一般女子　　②ダブルス男子３５、女子３５
③ダブルス男子４５、女子４５　　④ダブルス男子５５、女子５５
⑤ダブルス女子６０　　⑥ダブルス男子６５、女子６５　　　⑦ダブルス男子７０
⑧ダブルス男子７５

佐賀県夏季ソフトテニス選手権大会兼
天皇杯・皇后杯全日本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、佐賀市ソフトテニス協会、小城ソフトテニス協会

後援：ナガセケンコー（株）

大会運営
役　　　員

成年男子・成年女子国体佐賀県予選会（二次・三次）

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、佐賀市ソフトテニス協会

後援：ナガセケンコー（株）、（株）ルーセント

令和４年６月１８日（土）・１９日（日）　８：３０受付  ９：００開会式  ９：１５試合開始

一次予選通過選手及び推薦選手（未登録会員の参加料　２，０００円/１人）

（公財）日本ソフトテニス連盟ウエブサイトの「会員登録システム」により申し込むこと。参加料
振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

　　参加料は、大会当日納入のこと。

佐賀県立森林公園テニスコート

大会運営
役　　　員

主催等



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦
①６０歳未満　　　②７０歳未満　　　③７０歳以上・初心者

参加資格 １８歳以上の女性。（学連登録者を除く）

使用球・参加料 ケンコーボール　　　３，０００円/１人（未登録会員も含む）

申込先

締切日

予備日 令和４年７月１７日（日）　　　　　　※会場は同会場
会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野

競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
レディース
連盟理事

大会名 佐賀県市郡対抗ソフトテニス大会

日　程

会　場 鳥栖市民庭球場

団体戦（ダブルス7ペアによる点取り対抗戦）

種　　目 ・一般男子　　　・一般女子　　　・ダブルス男子３５　　　・ダブルス女子３５

競技方法 ・ダブルス男子４５　　　　・ダブルス女子４５　　　　　・ダブルス男子５５　　　　　
リーグ戦・トーナメント戦（参加チーム数により決定）

参加資格 連盟登録有無必要なし。

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　　　９，０００円/１チーム

申込先

締切日

予備日 令和４年９月１１日（日）　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 公門 副会長
競技委員長 井原 総　務 平野芳 レフェリー 豊福

責任者 小池 広　報 中村、三橋

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
三養基郡・
鳥栖市理事

大会運営
役　　　員

開　催　要　項

主催等

令和４年６月２６日（日）　　

主催等

大会運営
役　　　員

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局
参加料   振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９
名義：佐賀県ソフトテニス連盟

種　　目
競技方法

令和４年８月１９日（金）　　

令和４年９月４日（日）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９：１５試合開始

第3３回佐賀新聞社杯レディースソフトテニス大会

主催：佐賀新聞社　　　　　　　　　　　主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟
後援：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　　　協賛：ナガセケンコー（株）

令和４年７月１０日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９：３０試合開始

佐賀県立森林公園テニスコート

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、鳥栖市ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

団体戦
①７０歳以上及び初心者　　　　②７０歳未満　　　　　③６５歳未満　　　

④６０歳未満　　　　⑤５０歳未満

※申し込みは種目別に行い、当日抽選で団体を決定。

参加資格 １８歳以上の女性。（学連登録者を除く）

使用球・参加料 アカエム　　　　  １，５００円/１人（未登録会員の参加料3,000円/1人)

申込先

締切日

予備日 令和４年９月２５日（日）　　　　　　※会場は鹿島北公園

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
レディース

連盟理事

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）

種　　目 ①一部（男子50歳以上・女子45歳以上）②二部（男子60歳以上・女子55歳以上）

競技方法 ③三部（男子70歳以上・女子65歳以上）

※選手は1チーム（4人～8人以内）とする。性別は問わない。

今後の開催地

使用球・参加料 ケンコーボール　　９，０００円/１チーム（連盟登録有無必要なし）

申込先

締切日

予備日 令和４年９月２３日（金）　　　　　　　　※会場は同会場

会　長 田中命 副会長
競技委員長 古川 総　務 井本 レフェリー 手嶋

責任者 古川、中山 広　報 冨田、兼武、片岡

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
百歳会
唐津市

伊万里市
理　事

開　催　要　項

令和４年９月２日（金）　　

第3８回アカエム杯レディースソフトテニス大会

主催等
主催：（株）ルーセント　　　　　主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟
後援：佐賀県ソフトテニス連盟

令和４年９月１８日（日）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９:３０試合開始

佐賀県立森林公園テニスコート

種　　目
競技方法

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局
参加料   振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９
名義：佐賀県ソフトテニス連盟

大会運営
役　　　員

主催等

令和４年９月４日（日）　　

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、伊万里市ソフトテニス連盟
後援：ナガセケンコー（株）

令和４年９月１８日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９:１５試合開始

佐賀県市郡対抗百歳会ソフトテニス大会

大会運営
役　　　員

鳥栖市民庭球場

　 Ｒ４　  　　Ｒ５　　 　Ｒ６　　　　Ｒ７　　 　Ｒ８　　   　Ｒ９　　　R10　　　  Ｒ11
　鳥栖　　　嬉野　　　基山　　　唐津　　　鹿島　　　佐賀　　 武雄　　　伊万里



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦
種　　目 ①男子60歳以上　　②女子60歳以上

競技方法 ③男子70歳以上・女子60歳以上の混合

参加資格

使用球・参加料 アカエム　　　　　　　　　無料　　(連盟登録有無必要なし）

申込先

締切日 令和４年１０月７日（金）

予備日 令和４年１０月２３日（日） ※会場は同会場

会　長 中尾 副会長
競技委員長 古川 総　務 北川、池田 レフェリー 石井み

責任者 古川、中山 広　報 杉本、大串、深川

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

レディース
連盟理事

佐賀市・小城

大会名

日　程

会　場

参加資格 未登録会員参加料　　:　４、０００円/１人

使用球・参加料 アカエム　　　　　　　　　　　　　　　２，０００円/1人

申込先

締切日 令和４年１０月２８日（金）

予備日 令和４年１１月２０日（日）　　　　　　※会場は同会場

会　長 田中命 副会長
競技委員長 井原 総　務 片岡、田川 レフェリー 七田

責任者 小池、井本 広　報 北川、中島孝、重
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

唐津市
伊万里市

理事

嬉野市みゆき公園テニスコート

（公財）日本ソフトテニス連盟ウエブサイトの「会員登録システム」により申し込むこと。参加料
振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

主催：佐賀県長寿社会振興財団　　　　主管：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ルーセント

令和４年１０月２２日（土）　９：００受付　９：３０開会式　１０：００試合開始

伊万里市国見台庭球場

大会運営
役　　　員

佐賀県秋季ソフトテニス選手権大会

主催等

さがねんりんピック2022ソフトテニス大会
（第35回全国健康福祉祭ねんりんピック県内選考会）

開　催　要　項

第34回全国健康福祉祭に本種目で出場する者は参加不可。
60歳以上：昭和39年4月1日以前に生まれた者。
70歳以上：昭和29年4月1日以前に生まれた者。

佐賀市
小城市
百歳会
理　事

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局

大会運営
役　　　員

主催等

種　　目
競技方法

ダブルス個人戦　　①一般男子、一般女子　　②ダブルス男子３５、女子３５
③ダブルス男子４５、女子４５　　④ダブルス男子５５、女子５５
⑤ダブルス女子６０　　⑥ダブルス男子６５、女子６５　　　⑦ダブルス男子７０
⑧ダブルス男子７５

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、唐津市ソフトテニス協会
後援：ヨネックス（株）、（株）ルーセント

令和４年１１月１３日（日）　８：３０受付　９：００開会式　９：１５試合開始



一般・レディース

大会名 佐賀県選抜インドアソフトテニス選手権大会

日　程

会　場

ダブルス個人戦
・中学男子（１）　・高校男子（２）　・一般男子（８）　・男子３５（１）　計12ペア
・中学女子（１）　・高校女子（２）　・一般女子（５）　・女子３５（１）　計９ペア
※体育館シューズ着用のこと

参加資格

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　２，０００円/１人（中・高校生は無料）

申込先 参加料は大会当日に支払うこと。(未登録会員の参加料4,000円/1人）

締切日

予備日

会　長 田中命 副会長
競技委員長 井原 総　務 井本、池田 レフェリー 七田

責任者 小池、古賀博 広　報 片岡、中島孝、重
一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦

種　　目 ①すみれ（35歳未満）　　②ばら（45歳未満）　　　③ゆり（55歳未満）

競技方法 ④きく（60歳未満）　　⑤あやめ（65歳未満）　　　⑥はぎ（70歳未満）

⑦さつき（70歳以上）　　⑧ふじ（初心者）

参加資格 １８歳以上の女性。（学連登録者を除く）

使用球・参加料

申込先

締切日

予備日 令和５年１月２９日（日）　　　　　　　※会場は鳥栖市民庭球場

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

主催等
主催：ヨネックス（株）　　　　　主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟
後援：佐賀県ソフトテニス連盟　　　　協賛：ナガセケンコー（株）

令和５年１月８日（日）　　

大会運営
役　　　員

レディース
連盟理事

一般・成年はランキング等により強化部推薦。
中学生・高校生はそれぞれの部会から推薦。

主催：佐賀県ソフトテニス連盟
後援：（株）ゴーセン、ナガセケンコー（株）

令和４年１２月１８日（日）　　８：３０受付　９：００開会式　９：１５試合開始

玄海町民体育館

種　　目
競技方法

主催等

唐津市、
伊万里市

理事

森林公園テニスコート

ケンコーボール　 １，５００円/１人(未登録会員の参加料3,000円/1人）

第１６回ヨネックス杯レディースソフトテニス大会

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

令和５年１月２２日（日）　　８：３０受付　９：００開会式　９：３０試合開始

大会運営
役　　　員

開　催　要　項



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

シングル個人戦
①一般男子　　②一般女子　　③男子３５　　④女子３５

参加資格 高校3年生参加可。

使用球・参加料 アカエム　　　１，０００円/１人（未登録会員参加料２，０００円/1人）

申込先

締切日

予備日
会　長 澤山 副会長

競技委員長 井原 総　務 片岡 レフェリー 七田

責任者 小池 広　報 北川、杉本、池上

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

大会名

日　程

会　場

団体戦(ミックスダブルス5ペアの点取り対抗戦）
種　　目

競技方法 ※当日抽選で団体チーム決定。

参加資格 男子50歳以上、女子45歳以上

使用球・参加料 ケンコーボール　　　　　　　　　　　　２，０００円/１人

申込先

締切日

予備日 ー

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース
レデイース

連盟理事

（公財）日本ソフトテニス連盟ウエブサイトの「会員登録システム」により申し込むこと。　参加料
振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

佐賀県シングルスソフトテニス選手権大会

主催等

令和５年１月２０日（金）　　

佐賀県シニアミックスソフトテニス大会

開　催　要　項

大会運営
役　　　員

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、佐賀市ソフトテニス協会
後援：（株）ルーセント

令和５年１月２９日（日）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９：１５試合開始

伊万里市国見台庭球場

種　　目
競技方法

大会運営
役　　　員

主催等

令和５年２月５日（日）　　　　　　※会場は同会場

唐津市松浦河畔公園庭球場

令和５年１月２９日（日）　　

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

佐賀市
小城市
理   事

主催：佐賀県レディースソフトテニス連盟　　後援：佐賀県ソフトテニス連盟
協賛：ナガセケンコー（株）

令和５年２月１２日（日）　　８：３０受付　９：００開会式　９：３０試合開始



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

ダブルス個人戦
　　　　・男 子

参加資格 未登録会員参加料　　:　２、０００円/１人

使用球・参加料 アカエム　　　　　　　　　　　　　　１，０００円/１人

申込先

締切日

予備日

会　長 澤山 副会長
競技委員長 井原 総　務 堤 レフェリー 七田

責任者 山﨑太、山﨑智 広　報 北川、杉本、古賀博

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

強化部理事

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）
種　　目 ①６０歳未満　　　　②７０歳未満　　　　③７０歳以上・初心者

競技方法 ※申し込みは種目別に行い、当日抽選で団体チームを決定。

参加資格

使用球・参加料

申込先

締切日

予備日

会　長 石井み 副会長 手塚、塚本、平野
競技委員長 松本 総　務 谷口 レフェリー 真崎

責任者 松本、田栗、山口 広　報 田﨑、久保

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

レディース
連盟理事

令和５年２月２６日（日）　　

開　催　要　項

令和５年２月１２日（日）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９：１５試合開始

佐賀県立森林公園テニスコート

令和５年３月１９日（日）　　　　　　　　※会場は鳥栖市民庭球場

〒８４７－１５２１　佐賀県唐津市肥前町田野甲３０１１番地
佐賀県レディース連盟事務局　松本ひとみ　ＴＥＬ０８０－５２１１－８４９５

種　　目
競技方法

主催等
主催：佐賀県ソフトテニス連盟、佐賀市ソフトテニス協会
後援：（株）ルーセント

第９回ナガセケンコー杯レディースソフトテニス大会

ケンコーボール　　　１，５００円/１人(未登録会員も含む）

主催等
主催：ナガセケンコー（株）　　　　　主管：佐賀県レディースソフトテニス連盟

後援：佐賀県ソフトテニス連盟

大会運営
役　　　員

令和５年１月２７日（金）　　

（公財）日本ソフトテニス連盟ウエブサイトの「会員登録システム」により申し込むこと。参加料
振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

大会運営
役　　　員

国体成年男子（一次）佐賀県予選会

令和５年２月１９日（日）　　　　　　　　　　　　　　※会場は同会場

令和５年３月１２日（日）　　８：３０受付　　９：００開会式　　９：３０試合開始

佐賀市立テニスコート

１８歳以上の女性。（学連登録者を除く）
ユニフォームは長袖・長ズボンも可



一般・レディース

大会名

日　程

会　場

シングル個人戦
①一般男子　　②一般女子　　③男子３５　　④女子３５

参加資格 高校3年生参加可。

使用球・参加料 ケンコーボール　　　１，０００円/１人（未登録会員参加料２，０００円/1人）

申込先

締切日 令和４年５月２７日（金）

予備日

会　長 永ノ間 副会長
競技委員長 井原 総　務 池田、正嶋 レフェリー 七田

責任者 小池、古賀博 広　報 北川、杉本、池上

一　般 高　校 中　学 ジュニア レディース

主催等

種　　目
競技方法

開　催　要　項

佐賀県夏季ソフトテニス選手権大会シングルス

主催：佐賀県ソフトテニス連盟、佐賀市ソフトテニス協会、小城ソフトテニス協会

後援：ナガセケンコー（株）

令和４年６月１１日（土）　８：３０受付　９：００開会式　９：１５試合開始

唐津市松浦河畔公園庭球場

〒８４７－００８４　唐津市和多田西山２－４１　前田ビル１Ｆ　佐賀県ソフトテニス連盟事務局
参加料  振込口座　ゆうちょ銀行　七七八　普通預金　０５３６４４９　名義：佐賀県ソフトテニス連盟

佐賀市
小城市
理事

大会運営
役　　　員


