
月 日 大　　　会　　　名 　予備日 大会会場 開　催　種　別 備　考 申　　し　　込　　み　　先 申込期日

4 　出雲市  　中学校女子A・Bクラスの部 ※中止 　邑智郡邑南町淀原810　　邑南町立瑞穂中学校　　上口一郎
5  浜山公園  　中学校男子子A・Bクラスの部 　　　〒６９６-０３１７　　℡ (0855)-83-0118    
18 　予備日 出雲市    高校男子・女子の部 ※中止 　江津市都野津町２９３          江津高校       祝部晋吾
(土) 　な　　し  浜山公園     男女共高体連規定による参加枠を設ける 　　　〒６９５－００２１　℡ (0855)-53-0553   Fax 53-0838 

　予備日 　出雲市   小学生・男女の部 　出雲市大津町1815　　　　　永瀬一成
　な　　し  浜山公園 　　　　　　　A・Bクラス別、個人戦 　　　〒693-0011　℡ (0853)-23-3941   

29 　松江市 一般男女・シニア男子45.50.55.60.65.70以上 一般男女に両県のU18以下　安来市安来町１３３７－１番地　　安来市民体育館
（祝）  運動公園 成年男女・シニア女子、45.50.55.60.65.70以上選抜８ペアづつ認める 　　　〒６９２－００１１　　　　高井秀明　　℡090-7989-8727　

3 大田市     60歳以上男子・女子の部 　安来市安来町４８６　　　         　　　　　　渡部　良

（祝）  運動公園 　　70歳男子・６０歳女子のミックスの部 　　　〒692-0011　℡ (0854)-22-4456   Fax 22-4456
　松江市   ふじ（初心者）・すみれ（18以上）・ばら（35以上）・さくら 　出雲市斐川町上直江2139-98　　　　　西　まゆみ

 運動公園   ゆり(45以上）・きく（55以上）・あやめ（60以上） 　　　〒699-0624　℡ (0853)-72-9564   Fax 72-9564 
大田市   　成年男子・成年女子 　出雲市斐川町出西3800-18　　　　　森脇孝吉

運動公園  （予備日兼強化練習日・大田市運動公園） 　　　〒699-0612　℡ (0853)-72-8971   Fax 72-8971
　浜田市   男子・女子の部 　浜田市黒川町3740-52　　　　　　　　加藤裕

 運動公園      １チーム３ペア編成 　　　〒697-0024　℡ (0855)-23-6673   Fax 23-6673
23 シニア男女種別 全種別・高井副競技委員長　安来市安来町１３３７－１番地　　安来市民体育館
24 一般男女・成年男女 前納で申し込むこと 　　　〒６９２－００１１　　　　高井秀明　　℡090-7989-8727　

　第37回　島根県小学生ソフトテニス選手権大会 　出雲市 　松江市東出雲町下意東916-18　　　山下直樹

    　（兼全日本小学生選手権大会県予選会）  浜山公園 　　　〒６９９－０１０２　    ℡ 090-3377-0152    
13 　予備日 　松江市   １８歳以下の男子・女子の部 　両県の中学生選抜 　江津市都野津町２９３          江津高校        祝部晋吾

（土） 　な　　し  運動公園 　　　（アンダーＵ18以下選手） 　４ペアづつ認める 　　　〒６９５－００２１　℡ (0855)-53-0553   Fax 53-0838 
13 　第16回　島根県成年・シニアソフトテニス選手権大会 20 　 　安来市安来町１３３７－１番地　　安来市民体育館
(土) 　　　（兼日本スポーツマスターズ県予選会） (安来） 　松江市 　成年男子・シニア男子、４５・５０・５５・６０・６５・７０以上 　　　〒６９２－００１１　　　　高井秀明　　℡090-7989-8727　

　第30回　島根県ソフトテニス選手権大会 　予備日  運動公園   男子・女子の部（男女上位2ペアの全国大会出場） 　出雲市斐川町出西3800-18　　　　　森脇孝吉 　 ６月　１日

　　　（兼日本ソフトテニス選手権大会県予選会） 　な　　し      高校男女24ペア・中学生男女16ペア選抜の参加枠有り。 　　　〒699-0612　℡ (0853)-72-8971   Fax 72-8971 高校6月7日

20 27   安来市   成年男子・女子種別
21 28  運動公園

5 　第75回　国民体育大会少年男女の部一次予選会 　中体連選抜3年生８ペアの参加を男女に認める。 　江津市都野津町２９３          江津高校      祝部晋吾

6 　第75回　国民体育大会少年男女最終選考会 　最終選考会は男女共・江津運動公園　　　 　　　〒６９５－００２１　℡ (0855)-53-0553   Fax 53-0838 

8 22/23 　第75回　国民体育大会中国ブロック大会（鳥取県） 米子市 　　成年男子・少年男子・少年女子

　松江市 　　男子・女子の種別のクラブ対抗戦 　１チーム３ペア編成 　松江市鹿島町恵曇３４３－１　　　　　　　　安達京一
 運動公園 　（シニアから高校・一部中学校含むクラブ対抗） 　　　〒690-0322　℡ (0852)-82-2149 　Fax 82-2149 
　出雲市   小学生男子・女子の部 　出雲市大社町修理免638-1　　　　川角宣広

 浜山公園      A・B・Cクラス別、個人戦 　　　〒699-0721　℡ 090-1686-0194　Fax  
20   島根県中学校ソフトテニス選手権大会 松江市   中学校女子の部  各校5ペア以内 　邑智郡邑南町淀原810　　邑南町立瑞穂中学校　　上口一郎
21 　　(兼第32回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会一次選考会）  運動公園 　　　　　　　　・男子の部 　　　〒６９６-０３１７　　℡ (0855)-83-0118    

　島根県小学生秋季ソフトテニス大会（第6回） 　松江市  ６年生シングル男女の部 　松江市東出雲町下意東916-18　　　山下直樹

　　　　　　（兼・全国小学生大会予選会）  運動公園  ５年生ダブルス男女の部 ・ ４年生以下ダブルス男女の部 　　　〒６９９－０１０２　    ℡ 090-3377-0152    

10 　ソフトテニスの日　・　（レディース連盟主催で共に楽しむ日） 　出雲市 　ソフトテニス愛好者であればだれでも参加できます。（当日参加可能です）　問合先・・出雲市斐川町直江3828-10　石倉奈津江　　℡ (0853)-72-9607

  ペアの年齢合計（５パート） 　出雲市斐川町出西3800-18　　　　　       森脇孝吉 10月　１日

 フリーの部・８５～１０５・１０６～１２０・１２１～１３０・１３１才以上 　　　〒699-0612　℡ (0853)-72-8971   Fax 72-8971
17 　第23回　島根県中学生新人団体対抗戦 出雲市 　中学校女子の部 　各校団体 　邑智郡邑南町淀原810　　邑南町立瑞穂中学校　　上口一郎
18 (兼第32回中国地区中学生選抜ソフトテニスインドア大会団体の部予選） 浜山公園 　　　　　　　・男子の部 　　　　１チーム 　　　〒６９６-０３１７　　℡ (0855)-83-0118    

出雲市 　男女種別　　　　　高校選抜男女共１６名程度・ 　出雲市斐川町出西3800-18　　　　　       森脇孝吉 　 10月19日

浜山公園 　　　　中学選抜男女共８名程度参加枠を設ける。 　　　〒699-0612　℡ (0853)-72-8971   Fax 72-8971 高校10月26日

19 鹿島   高校男子・ 　江津市都野津町２９３          江津高校       祝部晋吾
（土） 　体育館 　  　　　高校女子の部 　　　〒６９５－００２１　℡ (0855)-53-0553   Fax 53-0838 

6 鹿島   成年男子・シニア男子４５・５０・５５・６０・６５・７０以上 　松江市鹿島町恵曇３４３－１　　　　　　　　安達京一 1月25日

（土） 　体育館   成年女子・シニア女子４５・５０・５５・６０・６５・７０以上 　　　〒690-0322　℡ (0852)-82-2149 　Fax 82-2149 
鹿島 一般男子・一般女子   安来市安来町１３３７－１番地　　　安来市民体育館 １月25日

　体育館 （一般男女に高体連１０ペア・中体連６ペア以内選抜を認める） 　　　〒６９２－００１１　　　　高井秀明　　℡090-7989-8727　
20 鹿島 　邑南町下口羽２４３　　　　　　            岡崎孝俊

（土） 　体育館 　　　〒696-0603　℡080-5615-4144    

　西日本１級審判検定会　(　　　　　　） 中国地区１級審判研修会　　　　・(Ｒ3年1月24日  山口県・周南市　）

＊県連主催大会は、全て参加料は前納で、会員登録(小・中・高含む)番号を申込書に記入して申込むこと。 ＊一般の県外大会申込みは全種別とも、安来市民体育館内・高井理事まで各大会県内期日までに申し込むこと。

＊一般の試合に申し込みをする中体連の選手は、部活顧問から中体連委員長に必ず申し込みを行うこと。 ＊県連主催大会・県外大会は規定のユニホーム基準を遵守しゼッケンを必ず付けること。

　第55回　島根県ソフトテニスインドア選手権大会

　第33回　島根県高校ソフトテニスインドア選手権大会

2020年度　　島根県ソフトテニス連盟（主催・主管）大会日程・会場一覧表　　　

　第24回くにびき招待中学校ソフトテニス選手権大会

小学生男子・女子の部

　ソフトテニスの日・ミックスダブルスを楽しむ日（第27回） 真幸が丘

　第21回　いずもおろちカップジュニアソフトテニス大会

　成年女子・シニア女子、４５・５０・５５・６０・６５・７０以上  　　

男子（浜田市）

　令和２年度U18山陰ソフトテニス選手権大会

３月13日

４月　　日

　第24回山陰小学生ソフトテニス選手権大会

　令和２年度　第61回山陰ソフトテニス選手権大会

４月　６日

４月15日

10

11

８月１７日

9

　第42回　全日本レディースソフトテニス島根県大会

9 27

9

6

6

6

９月１４日

10

８月２４日

11

女子（江津市）

13

10

10

5

4

24

　第16回　島根県クラブ対抗団体選手権大会

　第75回　国民体育大会成年の部一次予選会

　全日本実業団ソフトテニス選手権大会島根県予選会

  第32回 島根県健康福祉祭　(ねんりんピック2020予選会)

14

4

5

6

19

　令和２年度第8回島根県高校シングルソフトテニス選手権大会

5月17日

4

5

5 　第52回　中国選手権大会

2 　第16回　島根県小学生ソフトテニスインドア大会

　第８回　島根県シングルス選手権大会（国体１次選考）

2

2

12

　第55回　島根県成年・シニアソフトテニスインドア選手権大会

7

４月24日全県での個人戦5/5

9

４月19日

7

5

17

5

５月　8日

1

10月　　日

　小学生・フリーの部・４年生以下男女の部

６月　 日

９月　   日

５月11日

６月　１日

５月   日

　第75回　国民体育大会成年の部最終選考会

４月10日山口県 周南市

男女共ダブルス種別 ４月30日

2月　8日



. 　　　　　　　2020年度各地連関係大会日程一覧表

全日本・西日本・中国連盟大会 高体連・中体連関係大会 各支部・オープン大会
  5/4～5　　　　　　　（三重県・四日市市)　4/11～12　　  　(松江市運動公園） 　4/4-5          　      (安来市)
　　第9回アジア選手権代表予選会 　　ルーセントカップ（男子・女子） 　　ミズノ杯やすぎオープン大会
  5/16～17　　　　　　　（石川県・金沢市)　4/24～26　　  　  　 　(浜山公園) 　4/12　                     (江津市)
　　第27回全日本シングル選手権 　　県高校中国・ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ予選会 　　第27回春季小学生江津大会
　5/9～10　　　   　　 (広島県・広島市） 　5/14～15 　　　 （江津市民庭球場) 　4/19　          　     (松江市)
　　第24回中国地区小学生大会 　　石見地区中学生大会 　　ルーセント杯一般団体対抗戦
　5/23～ 24    　　　  (山口県・周南市) 　5/12～13 　　　　 (浜山運動公園) 　4/　　              　  (奥出雲町)
　　第52回中国選手権大会 　　出雲地区中学生大会 　　奥出雲オープン（春季）
　6/27～ 28 　　　　　　(岡山県・浦安)
　　第45中国地区レディース大会
  6/20～21　　　　　　　（大分県・大分市)　6/4～6/6     　 （松江市運動公園） 　6/7   　　         　   (真幸が丘)
　　第1回全日本ミックスダブルス選手権　　第59回県高校総合体育大会 　　ミズノレディースカップ
　6/24～28  　　　　　　　　 （札幌市） 　7/　　　　　　　 　  　   (益田市)
　　ハイスクール・ジャパンカップ 　　石西オープン
　7/4～5 　　　　　　(香川県・高松市他) 　7/18～20　　　(岡山・浦安総合公園) 　7/12　　　　　　　　　　 (松江市)
　　西日本シニア選手権大会（50～80男女種別） 　　第63回中国高校選手権大会 　　岸　　　杯
　7/11～12　　　　　　(徳島県・徳島市他）　7/25～26　　　　 (松江市運動公園) 　7/12　　　　 　　 　　　  (浜山公園)
第74回西日本選手権大会（一般～45男女種別） 　　県中学校総合体育大会 　　出雲大社杯
　7/21～23　　　　　　(山口県・山口市)   7/　        　　 (浜山公園）   7/12　　　　　　　　    (浜田市)
　全日本レディース大会・個人戦 　　国体選手強化月間指定日     ヨネックス杯
　8/8～10 　　　　 (三重県・鈴鹿市)   8/1　　　　　　　　 (浜山公園)   7/　　　　　　　　　　     (羽須美)
　　全日本実業団選手権 　　育成プログラムS2・U14男女研修会     口羽オープン大会
　8/5～12　　　　　（京都府・福知山市）   8/1　　　　　　　 (浜山公園)   8/　　　　　　　　　 　　(奥出雲町)
　　全日本高校選手権大会（女子・男子）　　育成プログラムS2・U17/20男女研修会     陰 陽 大 会
　8/13～16 　 　　　（福岡県・福岡市他）　8/6～8　　　　　（岡山・浦安総合公園）  8/15・16　　　　　　　　　　　(浜田市)
　　第37回全日本小学生選手権大会 　　中国地区中学校選手権大会 　　ジュニア・一般亀山会杯
　8/18～20　　　 (静岡県・浜松市)   8/28～30　 　　　 (広島・三次市）   9/　　　　　　　　　　(斐川町)
　　第51回全国中学校大会 　　中国地区育成プログラム（S3） 　　斐川オープン大会
　8/25～27　　　 　　　 (愛知・一宮市)   9/19　　　　　　　　　(松江市)
　　全日本レディース大会・団体戦     全山陰壮年大会
　9/5～6　 　　　　　 (滋賀県・長浜市）   9/19　　　　　　　　　　(松江市)
　　全日本社会人選手権大会（一般～45男女種別）     全山陰レディース大会
　9/19～20　　　　　　 (広島・広島市)   9/12～13　　　　　 (松江市運動公園)   10/4        　  　 　 (真幸が丘)
　　全日本（ＪＯＣ）ジュニア選手権 　　県高校選手権     県秋季レディース大会
　9/19～20　　     　(愛媛県・今治市)  9/26　　　　　 　　　(松江市運動公園）  10/11           　  　　　   (大田市)
　　日本スポーツマスターズ2020     東部地区中学生団体対抗戦 　　大田オープン大会
　9/26～27 　　　　　(岡山・備前、浦安他) 9/26　  　　　　　  　(石見海浜公園)  10/18           　  　   (松江市)
　　第24回全日本シニア選手権大会(50以上)     石見地区新人中学生ソフトテニス大会     松江オープン選手権大会
  10/9～12　 　　 (鹿児島・鹿児島市）  10/  　　               (奥出雲町)
   第75回国民体育大会 　　奥出雲オープン（秋季）
  10/10～11　　　　　　（静岡県・静岡市) 10/23～25　　(男子、浜田・女子、江津） 10/25　      　 　　　  (大田市)
　　西日本小学生選手権大会      県高校新人選手権大会（選抜予選）　　大田シニア・イノシシ杯
　10/23～25　　　　　 (愛知県・一宮市) 10/31　　　　　　　　　　（浜山公園）  11/8 　　　　　 　  (真幸が丘)
　　第75回全日本選手権（天皇杯・皇后杯） 　　小・中・高合同強化練習会（選手・指導者）     県レディース団体戦
  10/31～11/2　　　 （岐阜県・瑞穂市他)　 12/5～6　　       （ 山口県・周南市)  11/8 　　　　　　　　 (浜田市)
    第33回ねんりんピック2020     第11回中国地区小学生インドア選手権大会     浜田オープン
  11/27～30　　 　     (宮崎・宮崎市)  12/12　　　　　　　　　(鹿島体育館)
　　第15回ジュニアジャパンカップ（S4）     第33回高校インドア選手権大会
　　未定　　　　　　　　（タイ・　　　　）  12/25～27　　　　（山口県・周南市）   12/13　           　        (金城町)
　　第９回アジア選手権大会     中国地区中学生インドア選手権大会     ミズノ杯選抜インドア大会

Ｒ3. 3/13.14　    　　　  (広島・広島市)
　　アジアカップひろしま国際大会
　 3/21　    　　　  (広島・広島市)
　　第3回中国地区シングルス選手権
　 3/26～28　     　　 (三重・伊勢市)  1/15～17　　　(広島・福山ﾛｰｽﾞｱﾘｰﾅ)   1/10　　　　　　  (鹿島体育館)
    第32回都道府県対抗中学生大会     全日本高校選抜中国地区予選会 　　松江市インドア大会
  3/29～31　   　　　 (千葉・白子町)  3/6～7　　　　　　  （浜山公園）
    第20回全国小学生大会 　　県高校春季研修大会（中・高合同）
  3/28～30　　   　   (愛知・名古屋市)
    第46回全日本高校団体選抜大会


