
月 日 曜　日 大　　会　　名 会　場 〆切日 種　　別　・　他 使用球

3 土 千葉県民体育大会第二部 S・C 3/21 一般女子,50,55,60,65,70,75,80各男女 K.M

4 日 関東オープン S・C 一般男子１部１日目

10 土 関東オープン S・C 女子５０,５５,６０,６５,７０,７５

11 日 千葉県民体育大会第二部 S・C 3/21 一般男子,35,45男女 (一般女子は4/3) M

11 日 関東オープン 埼玉県・狭山市 一般女子
17・18 土・日 千葉県中学団体戦 S・C

東京都・谷河内 一般男子勝ち残り 男子35,45　一般男子2部

東京都・小金井 女子35,45

25 日 千葉県民体育大会第二部(シングルス) S・C 4/18 一般男女シングルス K

25 日 関東オープン 茨城県・神栖市 男子５０,５５,６０,６５,７０,７５

29 木 全日本小学生千葉県予選 S・C 4/18 男子,女子（学年不問） K

2 日 千葉県選手権 白子町 4/18 一般男女 K

4・5 火・水 第9回アジア選手権日本代表予選会 調整中

7～9 金～日 関東高校千葉県予選会 S・C

8～12 土～水 関東学生リーグ･シングルス･選手権 白子町

12 水 全日本レディース千葉県予選 S・C ＊申込はレディース連盟へ

15 土 千葉県選手権 フクヒル 5/2 35,45,50,55,60,65,70,75,80各男女 (一般男女は5/2) K.M

15・16 土・日 全日本シングルス選手権大会 京都府・福知山市 開催延期(11/6日(土)･7日(日)

16 日 全日本レディース千葉県予選 フクヒル ＊申込はレディース連盟へ

21 金 全日本レディース千葉県予選 S・C ＊申込はレディース連盟へ

23 日 千葉県男女混合団体戦 S・C 5/9 クラブ単位もしくは支部単位 K

26 水 全日本レディース千葉県予選 S・C ＊申込はレディース連盟へ

29・30 土・日 関東選手権大会 埼玉県・熊谷市他

5 土 千葉県実業団大会 市川市 5/23 男子,女子(3ペア対抗) M

5・6 土・日 関東高校選手権大会 栃木県・宇都宮市

6 日 千葉県春季団体戦(５ペア対抗) フクヒル 5/23 K

12 土 千葉県シニア大会 柏市 深緑大会

12・13 土・日 白子フェスティバル【ソフトテニス】 白子町

12・13 土・日 千葉県高校総体(個人) S・C

19・20 土・日 千葉県高校総体(団体) 白子町

19・20 土・日 千葉県中学個人戦 S・C

19・20 土・日 全日本ミックスダブルス選手権大会 愛媛県・松山市

24～27 木～日 ハイスクールジャパンカップ 北海道・札幌市

26 土 ルーセント杯千葉県大会 フクヒル 6/13 一般男女35,45,50,55,60,65,70,75各男女 M

27 日 千葉市長杯 千葉市

3 土 関東実業団リーグ 白子町

3・4 土・日 関東小学生大会 埼玉県・熊谷市 3日個人戦／4日団体戦

10～13 土～火 東日本学生選手権大会 白子町 開催中止

17・18 土・日 東日本選手権大会 群馬県・前橋市他 　

22 木 日本水郷杯 香取市

23～25 金～日 全日本実業団選手権大会 栃木県・那須塩原市

24･25 土・日 流山オープン 流山市 24日シニア／25日一般

27～30 火～金 千葉県中学総体 S・C

28～31 水～土 全日本高校選手権大会(男子) 石川県・能登町 インターハイ

1 日 木更津杯ジュニア大会 木更津市

1～4 日～水 全日本高校選手権大会(女子) 石川県・七尾市 インターハイ

5～8 木～日 全日本小学生選手権大会 千葉県・白子町 開始中止

6・7 金・土 全日本レディース個人戦 群馬県・前橋市 開催中止

6～8 金～日 関東中学校大会 茨城県・神栖市 開会式なし

6～11 金～水 全日本学生選手権大会 石川県・七尾市 開始中止

7･8 土･日 印旛郡市選手権 成田市 7日一般女子／8日一般男子

8 日 館山トーナメント 館山市

9 月 千葉県支部対抗戦【10ペア対抗】 S・C 8/1 開催中止 M

17・18 火･水 関東教職員大会 茨城県・水戸市

17～19 火～木 全国中学校大会 栃木県・那須塩原市

20～22 金～日 関東ブロック大会 栃木県・那須塩原市 20日監督会議

22 日 印旛郡市選手権 四街道市 シニアの部
23～29 月～日 日･韓･中ジュニア交流競技大会 韓国

24～26 火～木 全日本レディース決勝大会(団体戦) 愛知県・一宮市 開催中止

27・28 金・土 きらめきソフトテニス大会 白子町 開催中止

27～29 金～日 関東競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ３） 埼玉県・熊谷市 開催中止
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月 日 曜　日 大　　会　　名 会　場 〆切日 種　　別　・　他 使用球

千葉県ソフトテニス連盟令和 ３ 年度　大 会 予 定

2 木 関東レディース千葉県予選 S・C ＊申込はレディース連盟へ

4・5 土・日 全日本社会人選手権大会 広島県・尾道市他 開催中止

12 日 木更津杯 木更津市

12 日 手賀沼杯 我孫子市 シニア男女

12 日 千葉県秋季団体戦【3ペア対抗】 S・C 9/20 延期　１０月３日(白子町) K

18 土 千葉県シニア大会 S・C 夏季大会

18・19 土・日 ジュニアオリンピックカップ大会 広島県・広島市 開催中止

18・19 土・日 日本スポーツマスターズ２０２１ 岡山県・備前市 開催中止

19 日 手賀沼杯 我孫子市 一般,35の部

23 木 市川市長杯 市川市 開催中止

25・26 土・日 全日本シニア選手権大会 福島県・会津若松市 開催中止

28･29 火･水 関東レディース選手権大会 埼玉県・熊谷市 さくら運動公園　開催中止

30 木 国民体育大会 三重県・鈴鹿市 開催中止

1～4 金～月 国民体育大会 三重県・鈴鹿市 開催中止

2 土 千葉県シニア大会 船橋市 地域団体戦　開催中止

3 日 千葉県秋季団体戦【3ペア対抗】 白子町 9/20 開催延期 K

6 水 千葉県レディース選手権大会 S・C ＊申込はレディース連盟へ

関東学生秋季リーグ戦 白子町 開催中止

9 土 千葉県レディース選手権大会 フクヒル

10 日 市原市長杯 市原市 予備日11/21

12～14 火～木 全日本レディース決勝大会（シニアの部） フクヒル 開催中止

16・17 土・日 千葉県民大会 フクヒル 開催中止 M.K

17 日 千葉県秋季団体戦【3ペア対抗】 フクヒル K

22～24 金～日 全日本選手権大会 和歌山県・和歌山市 開催中止

24 日 全国小学生千葉県予選 フクヒル 10/10 学年不問 M

29～31 金～日 日本実業団リーグ 京都府・福知山市 開催中止

30・31 土・日 千葉県中学新人戦 S・C

30・31 土・日 全日本クラブ選手権大会 白子町 開催中止

30・31 土・日 ねんりんピック２０２１ 岐阜県・瑞穂市他 開催中止

1・2 月・火 ねんりんピック２０２１ 岐阜県・瑞穂市他 開催中止

2 火 千葉県レディース団体戦 S・C ＊申込はレディース連盟へ

5～7 金～日 千葉県高校新人大会 S・C

6・7 土・日 全国市町村職員大会 白子町 開催中止

６･７ 土・日 全日本シングルス選手権大会 福島県･棚倉町 開催中止

9 火 レディースジャパンカップ千葉県予選 S・C ＊申込はレディース連盟へ

12 金 千葉県シニア大会 S・C 平日大会

12～15 金～月 ジュニアジャパンカップ(Ｓｔｅｐ４） 宮崎県・宮崎市 競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ４）開催中止

13 土 白子カップ 白子町

17 水 千葉県レディース県選手権大会 S・C ＊申込はレディース連盟へ

28 日 市川市ジュニア研修大会 市川市

28 日 関東成年大会 松戸市 開催中止

26～29 金～月 ジュニアジャパンカップ(Ｓｔｅｐ４） 宮崎県・宮崎市 競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ４）開催中止

5 日 小学生シングル千葉県選手権 S・C 11/23 6年生男女,5年生以下の部(新設) Ｋ

5 日 千葉県シニア大会 白子町 納会大会

9～12 木～日 日本リーグ 愛知県・豊田市 開催中止

11 土 ふれあい杯 横芝光町

12 日 ナガセ杯千葉県大会 フクヒル 11/28 一般男女,MIX一般,35,45,50,55,60,65,70 K

18 土 千葉県高校インドア 船橋市

24～26 金～日 日本リーグ入替戦 広島県・福山市 開催中止

２０２２年

月 日 曜　日 大　　会　　名 会　場 〆切日 種　　別　・　他 使用球

14･15 金･土 関東高校選抜大会（男子） 東京都 東京体育館

16 日 千葉県シングルス選手権 S・C 1/9 一般男女 M

21・22 金･土 関東高校選抜大会（女子） 茨城県・ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園

23 日 全日本インドア選手権大会 大阪府・大阪市 開始中止

20 日 きらめき大会(シングルス) S・C

23 水 千葉県小学生春季団体戦 S・C 2/13 3ペア団体戦 M

5 土 千葉県シニア大会 松戸市他 春季大会　予備日3/12

6 日 関東シングルス選手権大会 山梨県・甲府市 小瀬スポーツ公園

12・13 土・日 平和カップひろしま国際大会 広島県・広島市

13 日 船橋インドア 船橋市

20 日 柏市長杯 柏市

26～28 土～月 都道府県対抗全日本中学生大会 三重県・伊勢市

28～30 月～水 全日本高校選抜大会 愛知県・名古屋市

29～31 火～木 全国小学生大会 白子町

調整中
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